
令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報

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

総務局 公文書館 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 大阪市公文書館清掃業務委託（長期継続）の実施に係る経費の支出について（９月分）
131,236

総務局 公文書館 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館管理事務用　大阪市公文書館機械警備等業務委託の実施にかかる経費の支出について（9月分）
8,800

総務局 公文書館 令和02年10月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公文書館管理事務用　コピー代の支出について（９月分）
5,196

総務局 総務課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会（第164回）」の開催に係る経費の支出について
98,000

総務局 総務課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会（第164回）」の開催に係る経費の支出について
1,720

総務局 総務課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（８月分）
340

総務局 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用 令和元年度 庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式 長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
44,968

総務局 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　LGWAN接続系利用パソコン等機器一式借入にかかる経費の支出について（９月分）
32,967

総務局 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
587

総務局 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　食糧費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,188

総務局 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　食糧費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
846

総務局 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　食糧費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
116

総務局 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　印刷製本費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,215

総務局 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　備品修繕料 一般事務用　庁内情報利用パソコンにかかる修繕経費の支出について
93,984

総務局 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
336

総務局 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3

総務局 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
404

総務局 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
150

総務局 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
562,037

総務局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　新聞の購読経費の支出について【第２四半期分】
64,233

総務局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会（第165回）」の開催に係る経費の支出について
122,500

総務局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会（第165回）」の開催に係る経費の支出について
2,180

総務局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（９月分）
24,635

総務局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 本庁舎管理運営事務用　「大阪市役所本庁舎警備業務委託　長期継続」の経費の支出について（令和２年９月分）
798,755

総務局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（公文書館 　令和２年９月分）
4,895

総務局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 本庁舎管理運営事務用　「大阪市役所本庁舎警備業務委託　長期継続」の経費の支出について（令和２年９月分）
4,605,545

総務局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（定額給付金応援）
1,809

総務局 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（令和２年９月分）
35,407

総務局 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 電話管理事務用　大阪市役所本庁舎通信設備保守点検業務委託の経費の支出について（計２回中１回）
4,389,550

総務局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 本庁舎設備管理事務用　大阪市役所本庁舎昇降機設備保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について（令和２年９月分）
1,356,300

総務局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 本庁舎管理運営事務用　「大阪市役所本庁舎清掃業務委託　長期継続」の経費の支出について（令和２年９月分）
202,099

総務局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 本庁舎管理運営事務用　「大阪市役所本庁舎清掃業務委託　長期継続」の経費の支出について（令和２年９月分）
10,035

総務局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　タブレット端末回線使用料等の支出について（令和２年９月分）
10,236

総務局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 本庁舎管理運営事務用　「大阪市役所本庁舎清掃業務委託　長期継続」の経費の支出について（令和２年９月分）
3,248,465

総務局 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（９月分）
1,697

総務局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 本庁舎設備管理事務用　直管形HF蛍光灯（32形）ほか６点（その２）の買入の支出について
509,162

総務局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 本庁舎管理運営事務用　大阪市役所本庁舎ガス使用料の支出について（令和２年９月分）
2,882,353

総務局 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 本庁舎管理運営事務用　大阪市役所本庁舎電気使用料の支出について（令和２年９月分）
10,436,415

総務局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会（第166回）」の開催に係る経費の支出について
122,500

総務局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会（第166回）」の開催に係る経費の支出について
2,180

総務局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 本庁舎管理運営事務用　令和２年度大阪市役所本庁舎一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（令和２年７・８・９月分）
119,685

総務局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 本庁舎管理運営事務用　「自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入」にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
4,118

総務局 行政課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 市民相談室事務用複写機に係るコピー代金の支出について（令和２年８月分）
10,532

総務局 行政課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 情報公開・個人情報保護業務用　第85回個人情報保護審議会（第２部会）委員報酬等の支出について
98,000

総務局 行政課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 情報公開・個人情報保護業務用　第85回個人情報保護審議会（第２部会）委員報酬等の支出について
2,380

総務局 行政課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 情報公開・個人情報保護業務用　市内出張交通費の支出について（令和２年８月分）
920

総務局 行政課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係るコピー代金の支出について（令和２年８月分）
1,929
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総務局 行政課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民相談室事務用複写機に係るコピー代金の支出について（令和２年８月分）
8,513

総務局 行政課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 市民局特別定額給付金支給事務用市内出張旅費の支出について（令和２年８月文書グループ応援業務従事職員分）
720

総務局 行政課 令和02年10月02日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用立替実費（印紙代及び郵券代）の支出について
7,864

総務局 行政課 令和02年10月02日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 役務費　手数料 訴訟事務用立替実費（印紙代及び郵券代）の支出について
1,600

総務局 行政課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 例規追録発行事務用大阪市例規追録第191～195号作成業務及び例規執務サポートシステムデータ作成・更新業務の実施にかかる経費の支出について（第1回中間支払）
1,414,600

総務局 行政課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 市民局　特別定額給付金支給事業の応援にかかる市内出張交通費（8月分）の支出について
360

総務局 行政課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法務支援事務用　地方公営企業関係法令実例集追録買入にかかる経費の支出について（第3回中間支払）
13,270

総務局 行政課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 情報公開・個人情報保護業務用　第298回大阪市情報公開審査会（第１部会）の委員報酬の支出について
73,500

総務局 行政課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「月刊　判例地方自治」の購入に係る経費の支出について（８月分）
1,320

総務局 行政課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 定額給付金担当応援に係る交通費の支出について（令和２年８月分）
1,468

総務局 行政課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 令和２年度大阪市審理員候補者研修の経費の支出について（９月10日研修動画収録分）
42,750

総務局 行政課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 負担金、補助及交付金　会費 法規事務用　令和２年度訴訟等実務研修の研修経費の支出について
9,074

総務局 行政課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 情報公開・個人情報保護業務用　第86回個人情報保護審議会（第２部会）委員報酬等の支出について
98,000

総務局 行政課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 情報公開・個人情報保護業務用　第83回個人情報保護審議会（第１部会）委員報酬等の支出について
98,000

総務局 行政課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 情報公開・個人情報保護業務用　第86回個人情報保護審議会（第２部会）委員報酬等の支出について
2,380

総務局 行政課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 情報公開・個人情報保護業務用　第83回個人情報保護審議会（第１部会）委員報酬等の支出について
2,620

総務局 行政課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 法務支援事務用　Westlaw Japan法律総合オンラインサービスの利用の実施にかかる経費の支出について（9月分）
91,080

総務局 行政課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 文書管理システム運営事務用　文書管理システム用サーバ機及び周辺装置一式借入に係る経費の支出について（令和２年９月分）
7,693,180

総務局 行政課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法務支援事務用　現行法規総覧ほか９点買入の実施にかかる経費の支出について（9月分）
62,829

総務局 行政課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 文書管理システム運営事務用　大阪市文書管理システム目録公開サブシステム用通信サービス等提供（その２）長期契約に係る経費の支出について
16,500

総務局 行政課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 令和２年度大阪市市民情報プラザ窓口案内等業務委託の実施に係る経費の支出について（９月分）
199,833

総務局 行政課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 例規追録発行事務用大阪市例規追録第191～195号作成業務及び例規執務サポートシステムデータ作成・更新業務の実施にかかる経費の支出について（第2回中間支払）
1,414,600

総務局 行政課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公報発行事務用 大阪市公報の発行にかかる経費の支出について（9・10月分）
149,765

総務局 行政課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 文書逓送・交換事務用　令和２年度大阪市文書逓送業務委託に係る経費の支出について（令和２年９月分）
1,760,000

総務局 行政課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「行政不服審査事務提要」の購入に係る経費の支出について
35,937

総務局 行政課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書管理・公印関係事務及び文書逓送・交換事務用　コピー代の支出について（令和２年９月分）
1,013

総務局 行政課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書管理・公印関係事務及び文書逓送・交換事務用　コピー代の支出について（令和２年９月分）
510

総務局 行政課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 文書管理システム事務用磁気テープファイル等の保管及び集配業務委託料の支出について（令和２年９月分）
1,760

総務局 行政課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 市民相談室事務用複写機に係るコピー代金の支出について（令和２年９月分）
7,787

総務局 行政課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 情報公開・個人情報保護業務用　第298回大阪市情報公開審査会（第２部会）委員報酬費の支出について
73,500

総務局 行政課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係るコピー代金の支出について（令和２年９月分）
723

総務局 行政課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民相談室事務用複写機に係るコピー代金の支出について（令和２年９月分）
6,813

総務局 行政課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 法務支援事務用市内出張交通費の支出について（９月分）
1,874

総務局 行政課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法務支援事務用　行政判例集成行政法総則編ほか14点買入の実施にかかる経費の支出について（9月分）
308,990

総務局 行政課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 行政不服審査事務用大阪市行政不服審査会にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
73,500

総務局 行政課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 令和２年度大阪市審理員候補者研修の経費の支出について（10月１日研修動画収録分）
22,483

総務局 行政課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 行政不服審査事務用大阪市行政不服審査会にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
920

総務局 行政課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「月刊　判例地方自治」の購入に係る経費の支出について（９月分）
1,320

総務局 行政課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 行政不服審査事務用大阪市行政不服審査会にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
294,000

総務局 行政課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 行政不服審査事務用大阪市行政不服審査会にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
3,280

総務局 監察課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 監察課事務用　市内出張交通費の支出について（８月分）
6,857

総務局 監察課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 定額給付金担当応援に係る市内出張交通費の支出について
360

総務局 監察課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 公正職務関係事務用　大阪市公正職務審査委員会委員報酬の支出について（令和２年９月開催分）
318,500

総務局 監察課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 監察課事務用　市内出張交通費の支出について（９月分）
3,416

総務局 監察課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公正職務関係事務用　コピー代金の支出について（９月分）
21,517

総務局 監察課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公正職務関係事務用　令和２年度公益通報に係る外部通報窓口設置運営業務委託の実施及び同経費の支出について
165,000

市民局 総務担当 令和02年10月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
500
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市民局 総務担当 令和02年10月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
84

市民局 総務担当 令和02年10月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
1,311

市民局 総務担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　朝日新聞（令和2年4月～令和3年3月分）購読経費の支出について（第２四半期分）
12,111

市民局 総務担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　毎日新聞外２点（令和2年4月～令和3年3月分）購読経費の支出について（第２四半期分）
32,961

市民局 総務担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　産経新聞（令和2年4月～令和3年3月分）購読経費の支出について（第２四半期分）
12,111

市民局 総務担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる支出について③（令和２年９月分）
38,417

市民局 総務担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（市民局）一式　長期借入にかかる支出について（令和２年９月分）
43,917

市民局 総務担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式（視覚障がい者用） 長期借入の経費の支出について②（令和２年９月分）
57,456

市民局 総務担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器（視覚障がい者用）一式　長期借入の支出について⑧（令和２年９月分）
20,844

市民局 総務担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器（市民局）一式 長期借入の支出ついて⑨（令和２年９月分）
332,313

市民局 総務担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる支出について⑩（令和２年９月分）
25,692

市民局 総務担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器（市民局）一式 長期借入にかかる支出について①（令和２年９月分）
290,639

市民局 総務担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる支出について⑪（令和２年９月分）
34,389

市民局 総務担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　地方財務実務提要ほか１点買入経費の支出について
11,132

市民局 総務担当 令和02年10月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　インデックスラベル外48点買入の実施及び同経費の支出について
248,468

市民局 総務担当 令和02年10月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用　コンパクト型蛍光ランプ外１点の買入の実施及び同経費の支出について
33,000

市民局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（本庁舎地下１階）（９月分）
10,379

市民局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（本庁舎４階）（９月分）
91,638

市民局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ＦＡＸコピー代の支出について（９月分）
3,373

市民局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（９月分）
980

市民局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 令和２年９～12月市会市政改革委員会調整による深夜帰宅時タクシー代の立替払に伴う経費の支出について
10,580

市民局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（９月分）
1,434

市民局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（９月分）
1,520

市民局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（９月分）
444

市民局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（９月分）
7,154

市民局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（９月分）
724

市民局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（９月分）
2,446

市民局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（９月分）
336

市民局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（９月分）
4,032

市民局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（９月分）
462

市民局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（９月分）
1,700

市民局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（９月分）
2,458

市民局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（９月分）
2,678

市民局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 大阪市特別定額給付金事務局の賃貸借にかかる光熱水費等の支出について（９月支払分）
156,326

市民局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

需用費　光熱水費 大阪市特別定額給付金事務局の賃貸借にかかる光熱水費等の支出について（９月支払分）
2,260,250

市民局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 大阪市特別定額給付金事務局の賃貸借にかかる光熱水費等の支出について（９月支払分）
216,042

市民局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（９月分）
580

市民局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

使用料及賃借料　使用料 大阪市特別定額給付金事務局の賃貸借にかかる共用部分の専用使用料の支払いについて（令和２年11月分）
700

市民局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市特別定額給付金事務局の賃貸借契約にかかる支出について（令和２年11月分）
8,732,790

市民局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（９月分）
4,684

市民局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（９月分）
5,836

市民局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（９月分）
9,624

市民局 施設担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所附設会館スケジュール管理システム用パソコン等機器一式　長期借入（その２）にかかる使用料の支出について（令和２年９月分）
22,660

市民局 施設担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システム改修業務にかかる委託料の支出について
1,548,772

市民局 施設担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
50,108

市民局 施設担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
25,054

市民局 施設担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
25,053
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市民局 施設担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
50,108

市民局 施設担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
25,054

市民局 施設担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
25,054

市民局 施設担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
25,054

市民局 施設担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
50,106

市民局 施設担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
50,106

市民局 施設担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
50,108

市民局 施設担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
50,106

市民局 施設担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
50,106

市民局 施設担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
25,054

市民局 施設担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
50,106

市民局 施設担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
50,106

市民局 施設担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（市民局負担分）の支出について（令和２年９月分）
78,210

市民局 施設担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年９月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年９月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年９月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年９月分）
21,666

市民局 施設担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年９月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年９月分）
21,666

市民局 施設担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年９月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年９月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年９月分）
21,666

市民局 施設担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年９月分）
21,666

市民局 施設担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年９月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年９月分）
21,666

市民局 施設担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年９月分）
10,834

市民局 施設担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年９月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年９月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年９月分）
21,666

市民局 施設担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年９月分）
10,834

市民局 施設担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年９月分）
10,834

市民局 施設担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年９月分）
21,668

市民局 施設担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年９月分）
10,834

市民局 施設担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年９月分）
21,668

市民局 施設担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年９月分）
21,668

市民局 施設担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年９月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年９月分）
10,834

市民局 財産活用担当 令和02年10月09日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターすみよし南に係る電気料金（９月分）の支出について
1,611
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市民局 財産活用担当 令和02年10月12日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 財産管理用：もと市民交流センターひがしよどがわに係る電話料金（９月分）の支出について
3,467

市民局 財産活用担当 令和02年10月19日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターひがしすみよしに係る電気料金（９月分）の支出について
4,362

市民局 財産活用担当 令和02年10月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターひがしよどがわに係る電気料金（９月分）の支出について
1,977

市民局 財産活用担当 令和02年10月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターあさひ西に係る電気料金（９月分）の支出について
378

市民局 財産活用担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターよどがわに係る電気料金（９月分）の支出について
8,105

市民局 財産活用担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターにしなりに係る電気料金（９月分）の支出について
5,438

市民局 財産活用担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 委託料　委託料 もと市民交流センターすみよし南機械警備業務の支出について（9月分）
19,800

市民局 財産活用担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 委託料　委託料 もと市民交流センターよどがわ外４施設機械警備業務委託の支出について（9月分）
80,009

市民局 財産活用担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 もと市民交流センターよどがわ外４施設機械警備業務委託の支出について（9月分）
9,091

市民局 住民情報担当 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 証明書発行システム機器保守契約経費（コピー代）の支出について（８月分）
45,236

市民局 住民情報担当 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管および集配業務委託にかかる経費の支出について（令和２年８月分）
880

市民局 住民情報担当 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管および集配業務委託にかかる経費の支出について（令和２年８月分）
1,760

市民局 住民情報担当 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 戸籍情報システム保守業務委託の経費の支出について（８月分）
2,500,666

市民局 住民情報担当 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システムソフトウェア使用許諾の経費の支出について（８月分）
6,490,550

市民局 住民情報担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 個人番号カード等裏面記載対応プリンタ機器　長期借入の支出について（９月分）
616,000

市民局 住民情報担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市戸籍情報システム用サーバ及び周辺機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
10,463,970

市民局 住民情報担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 証明発行用システム機器長期借入費用の支出について（９月分）
1,379,160

市民局 住民情報担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 顔認証システム端末機器等一式借入に伴う経費の支出について（９月分）
96,800

市民局 住民情報担当 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 大阪市梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（９月分）
25,192

市民局 住民情報担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム端末機器一式長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
1,454,690

市民局 住民情報担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 個人番号カード暗証番号入力用タッチパネルディスプレイ長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
37,338

市民局 住民情報担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 社会保障・税番号制度にかかる中間サーバ接続端末等の長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
12,375

市民局 住民情報担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム端末機器一式（その２）長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
1,490,170

市民局 住民情報担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市戸籍情報システム用クライアント及びプリンタ等周辺機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
4,816,130

市民局 住民情報担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 マイナンバーカード暗証番号入力用タッチパネルディスプレイの長期借入（追加分）にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
10,340

市民局 住民情報担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステムサーバ機器一式　長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
555,720

市民局 住民情報担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入に伴う経費の支出について（９月分）
116,600

市民局 住民情報担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳事務システム機種更新にかかる業務統合端末機器等（市民局）　長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
5,900,667

市民局 住民情報担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳事務システム機種更新にかかる業務統合端末機器等（市民局）　長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
661,097

市民局 住民情報担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム端末機器一式長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
275,280

市民局 住民情報担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 大阪市天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（９月分）
48,216

市民局 住民情報担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 大阪市天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（９月分）
24,008

市民局 住民情報担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 大阪市難波サービスカウンター事務用　マイナンバーカード申請受付関係プリンタインクカートリッジの買入にかかる経費の支出について
75,724

市民局 住民情報担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（９月分）
58,472

市民局 住民情報担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 証明書発行システム機器保守契約経費（コピー代）の支出について（９月分）
40,522

市民局 住民情報担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　ファックス付コピー代金の支出について（９月分）
696

市民局 住民情報担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 大阪市天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（９月分）
197,124

市民局 住民情報担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 住民票・戸籍関係証明書発行コーナー及び大阪市サービスカウンターにおけるPiTaPaカード決済サービスにかかる経費の支出について（９月分）
1,650

市民局 住民情報担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 住民票・戸籍関係証明書発行コーナー及び大阪市サービスカウンターにおけるPiTaPaカード決済サービスにかかる経費の支出について（９月分）
4,950

市民局 住民情報担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 磁気テープファイル等の保管及び集配業務委託（市民局）長期継続（単価契約）にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
880

市民局 住民情報担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 戸籍情報システム保守業務委託の経費の支出について（９月分）
2,500,666

市民局 住民情報担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 磁気テープファイル等の保管及び集配業務委託（市民局）長期継続（単価契約）にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
1,760

市民局 住民情報担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市難波サービスカウンターにおける自動扉保守点検業務委託にかかる経費の支出について（令和２年４月１日～令和２年９月30日分）
8,800

市民局 住民情報担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市天王寺サービスカウンターにおける自動扉保守点検業務委託にかかる経費の支出について（令和２年４月１日～令和２年９月30日分）
8,800

市民局 住民情報担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民票・戸籍関係証明書発行コーナー及び大阪市サービスカウンターにおけるPiTaPaカード決済サービスにかかる経費の支出について（９月分）
4,950

市民局 住民情報担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民票・戸籍関係証明書発行コーナー及び大阪市サービスカウンターにおけるPiTaPaカード決済サービスにかかる経費の支出について（９月分）
1,650

市民局 住民情報担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システムソフトウェア使用許諾の経費の支出について（９月分）
6,490,550
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市民局 住民情報担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市梅田サービスカウンターの不動産賃借にかかる経費の支出について（令和２年10月12～31日分）
1,031,589

市民局 住民情報担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市梅田サービスカウンターの不動産賃借にかかる経費の支出について（令和２年10月１日～11日分）
567,371

市民局 住民情報担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市天王寺サービスカウンターの不動産賃借にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
1,011,729

市民局 ＮＰＯ法人担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 旅費　其他委員等旅費 会計年度任用職員（ＮＰＯ法人担当）にかかる市内等出張交通費の支出について（９月分）
932

市民局 ＮＰＯ法人担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 旅費　普通旅費 ＮＰＯ法人担当用市内等出張交通費の支出について（９月分）
1,396

市民局 ＮＰＯ法人担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　消耗品費 ＮＰＯ法人担当用コピー代金の支出について（９月分）
2,712

市民局 定額給付金担当 令和02年10月01日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年10月１日支払い分）
97,300,000

市民局 定額給付金担当 令和02年10月07日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年10月７日支払い分）
34,600,000

市民局 定額給付金担当 令和02年10月12日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年10月12日支払い分）
48,900,000

市民局 定額給付金担当 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年10月19日～10月29日現金書留分）
10,000,000

市民局 定額給付金担当 令和02年10月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年10月14日支払い分）
13,500,000

市民局 定額給付金担当 令和02年10月19日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年10月19日支払い分）
47,700,000

市民局 定額給付金担当 令和02年10月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年10月22日支払い分）
36,000,000

市民局 定額給付金担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る総務省及び台東区役所への訪問に係る管外出張費の支出について
60,360

市民局 定額給付金担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年10月27日支払い分）
17,800,000

市民局 定額給付金担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る郵便後納料金の支出について（９月分）
1,867,685

市民局 定額給付金担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

役務費　手数料 特別定額給付金に関する口座振込に関する特約書に基づく口座振込手数料等の支出について（令和２年９月分）
4,330,040

市民局 人権企画課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報償費　報償金 令和２年度第１回大阪市人権施策推進審議会公募委員選考会議にかかる経費の支出について（９月１日開催）
11,400

市民局 人権企画課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報酬　其他委員等報酬 第４１回大阪市人権施策推進審議会にかかる経費の支出について
253,500

市民局 人権企画課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報償費　報償金 「いのちの大切さを伝える」講演会講師派遣の支出について（令和２年９月25日開催分）
12,580

市民局 人権企画課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報酬　其他委員等報酬 大阪市ヘイトスピーチ審査会用委員報酬及び費用弁償の支出について（第６８回）
78,000

市民局 人権企画課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　費用弁償 大阪市ヘイトスピーチ審査会用委員報酬及び費用弁償の支出について（第６８回）
1,880

市民局 人権企画課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報償費　報償金 「いのちの大切さを伝える」講演会講師派遣の支出について（令和２年10月１日開催分）
12,440

市民局 人権企画課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報酬　其他委員等報酬 大阪市ヘイトスピーチ審査会用委員報酬及び費用弁償の支出について（第６９回）
97,500

市民局 人権企画課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　費用弁償 大阪市ヘイトスピーチ審査会用委員報酬及び費用弁償の支出について（第６９回）
920

市民局 人権企画課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 ヘイトスピーチへの対処に関する条例の運用事務用インターネット回線使用料の支出について（令和２年９月分）
7,537

市民局 男女共同参画課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 庁内回線利用料の支出について（８月分・配偶者暴力相談支援用）
4,895

市民局 男女共同参画課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（南部館　R3.2.5　ホール他　全日使用予定分　半額）他1件
51,140

市民局 男女共同参画課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（中央館　R2.8.30　ホール他　全日使用予定分　半額）
64,320

市民局 男女共同参画課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（南部館　R2.11.29　ホール他　午後使用予定分　半額）
18,300

市民局 男女共同参画課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（西部館　R2.3.29　研修室　午後使用予定分）
4,560

市民局 男女共同参画課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（南部館　R2.9.19　ホール　午後使用予定分　半額）
17,400

市民局 男女共同参画課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（西部館　R2.4.10　研修室　午前使用予定分）
2,400

市民局 男女共同参画課 令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（西部館　R2.4.5　研修室　午前・午後使用予定分）他1件
11,160

市民局 男女共同参画課 令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（南部館　R2.12.19　ホール他　全日使用予定分　半額）
43,080

市民局 男女共同参画課 令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第2号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（東部館　R2.12.20　ホール他　全日使用予定分）
116,640

市民局 男女共同参画課 令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第2号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（南部館　R3.3.6　ホール他　夜間使用予定分）他1件
232,680

市民局 男女共同参画課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（中央館　R2.5.10　研修室（2）　午前使用予定分）
3,240

市民局 男女共同参画課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（東部館　R2.6.28　ホール他　全日使用予定分）
99,360

市民局 男女共同参画課 令和02年10月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（南部館　R3.3.27　ホール他　午後・夜間使用予定分　半額）他1件
133,860

市民局 男女共同参画課 令和02年10月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（中央館　R2.9.24　ホール他　全日使用予定分　半額）
63,300

市民局 男女共同参画課 令和02年10月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（中央館　R2.9.19　ホール他　全日使用予定分　半額）
79,980

市民局 男女共同参画課 令和02年10月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（中央館　R2.10.3　ホール他　全日使用予定分　半額）
64,320

市民局 男女共同参画課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金の支出について（９月分・配偶者暴力相談支援用）
346

市民局 男女共同参画課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 使用料及賃借料　使用料 クレオ大阪情報提供システム用機器一式長期借入の使用料の支出について（令和２年９月分）
59,675

市民局 男女共同参画課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 使用料及賃借料　使用料 クレオ大阪情報提供システム用ハンディターミナル機器一式長期借入の使用料の支出について（令和２年９月分）
6,615

市民局 男女共同参画課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 使用料及賃借料　使用料 クレオ大阪情報提供システム用ネットワーク機器一式長期借入にかかる使用料の支出について（令和２年９月分）
6,270
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市民局 男女共同参画課 令和02年10月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（中央館　Ｒ2.5.17　研修室（1）　午前使用予定分）
2,160

市民局 男女共同参画課 令和02年10月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第2号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（中央館　Ｒ3.1.8　ホール　夜間使用予定分）他1件
139,600

市民局 男女共同参画課 令和02年10月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第2号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（中央館　Ｈ30.11.11　ホール他　全日使用予定分）
170,280

市民局 男女共同参画課 令和02年10月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（中央館　R2.10.13　ホール他　全日使用予定分　半額）
55,750

市民局 男女共同参画課 令和02年10月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付について（中央館　R2.7.28　ホール他　午前・午後使用予定分　全額）
72,600

市民局 男女共同参画課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 庁内回線利用料の支出について（９月分・配偶者暴力相談支援用）
4,895

市民局 男女共同参画課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 大阪市本庁舎におけるクレオ大阪情報提供システム用ネットワーク回線の使用料の支出について（９月分）
14,080

市民局 男女共同参画課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 ＤＶ等により緊急一時的に保護された被害者等に対する支援業務の実施及び同経費の支出について（上半期分）
4,246,440

市民局 男女共同参画課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立男女共同参画センター南部館における指定管理業務に係る委託料の支出について（令和２年度　第３回/全４回）
13,970,750

市民局 男女共同参画課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立男女共同参画センター西部館及び大阪市立こども文化センターにおける指定管理業務に係る委託料の支出について（令和２年度　第３回/全４回）
8,406,193

市民局 男女共同参画課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 クレオ大阪情報提供システム保守業務委託契約に係る委託料の支出について（令和２年９月分）
761,200

市民局 男女共同参画課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立男女共同参画センター東部館における指定管理業務に係る委託料の支出について（令和２年度　第３回/全４回）
11,240,000

市民局 男女共同参画課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立男女共同参画センター子育て活動支援館における指定管理業務に係る委託料の支出について（令和２年度　第３回/全４回）
14,534,311

市民局 男女共同参画課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立男女共同参画センター中央館における指定管理業務に係る委託料の支出について（令和２年度　第３回/全４回）
64,197,250

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年10月01日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 需用費　光熱水費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電気料金の支出について（令和２年８月分）
52,165

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年10月05日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 需用費　消耗品費 大阪市人権啓発・相談センター事務用品購入経費の支出について
37,541

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年10月05日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 需用費　印刷製本費 令和２年度　Jリーグセレッソ大阪と連携・協力した人権啓発事業にかかるポスター印刷業務経費の支出について
106,920

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年10月08日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用庁内情報システム回線使用料の支出について（令和２年８月分）
4,895

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　普通旅費 人権啓発・相談センター運営用　市内等出張交通費の支出について（７月分）
9,300

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市人権相談事業　業務委託料の支出について（令和２年９月分）
2,780,701

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報償費　報償金 「大阪市性の多様性尊重大賞選考会」の実施にかかる経費の支出について
50,880

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年10月21日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報償費　報償金 令和２年度第１回人権相談担当者研修会講師謝礼金の支出について
14,760

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年10月23日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 需用費　消耗品費 令和２年度「人権の花」運動実施にかかる球根ほか2点（大阪市立菅北小学校ほか24校）買入経費の支出について
275,000

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる経費の支出について（第２四半期）
1,129

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年10月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる経費の支出について（第２四半期）
815

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる経費の支出について（第２四半期）
835

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる経費の支出について（第２四半期）
2,697

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる経費の支出について（第２四半期）
17,889

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年10月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる経費の支出について（第２四半期）
376

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年10月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 需用費　消耗品費 令和２年度「人権の花」運動実施にかかるプランターほか２点（大阪市立菅北小学校ほか24校）買入経費の支出について
389,300

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 需用費　消耗品費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電子複写機消耗品代の支出について（９月分）
8,215

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発用　人権啓発情報誌アンケート回収にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年９月分）
792

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 令和２年度　企業啓発推進事業（企業への人権啓発支援）の実施にかかる経費の支出について（第１・第２四半期分）
3,059,537

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 使用料及賃借料　使用料 人権侵害事象等現認用ノートパソコン借入にかかる使用料の支出について（令和２年９月分）
3,960

市民局 雇用女性活躍推進課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 令和２年度「しごと情報ひろば天下茶屋」施設機械警備業務の実施にかかる経費の支出について（９月分）
7,700

市民局 雇用女性活躍推進課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 しごと情報ひろば総合就労サポート事業における建物（しごと情報ひろば天下茶屋）賃借料の支出について（９月分）
446,683

市民局 雇用女性活躍推進課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　普通旅費 雇用女性活躍推進用　市内等出張交通費の支出について（７月分）
5,851

市民局 雇用女性活躍推進課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　普通旅費 雇用女性活躍推進用　市内等出張交通費の支出について（６月分）
9,891

市民局 区行政制度担当 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報償費　報償金 令和２年度家庭問題相談事業の実施経費の支出について（９月分）
28,000

市民局 区行政制度担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　広告料 Osaka Metro駅構内掲示板への自衛官募集ポスターの掲出にかかる経費の支出について（令和２年９月９日～９月22日）
48,400

市民局 区行政制度担当 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 ナイター法律相談（令和３年１月実施分）の会場使用料の支出について
16,600

市民局 区行政制度担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 区行政制度担当用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
1,098

市民局 区行政制度担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 令和２年度大阪市法律相談業務委託の委託料の支出について（第２四半期分）
12,770,282

市民局 区行政制度担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 令和２年度大阪市外国籍住民法律相談業務委託の委託料の支出について（第２四半期分）
182,868

市民局
地域力担当企画連携グ
ループ

令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市地域集会施設改修整備補助金交付決定に係る同経費の支出について（生野区・生野会館・老人憩の家）
2,339,000

市民局
地域力担当地域支援グ
ループ

令和02年10月09日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 令和２年度大阪市市民活動推進事業運営会議にかかる委員報償の支出について
70,420

市民局
地域力担当地域支援グ
ループ

令和02年10月21日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市市民活動総合ポータルサイト運営等業務（大阪市市民活動総合支援事業）の委託料の支出について（８月分）
2,128,840
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市民局
地域力担当地域支援グ
ループ

令和02年10月23日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 令和２年度市民協働職員研修（実践研修３）に係る講師謝礼の支出について（令和２年９月８日開催分）
140,230

市民局
地域力担当地域支援グ
ループ

令和02年10月23日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 旅費　普通旅費 地域支援グループ一般事務用市内出張交通費の支出について（令和２年４～７月分）
16,674

市民局
地域力担当地域支援グ
ループ

令和02年10月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市市民活動総合ポータルサイトのホスティングサーバ費の支出について（９月分）
6,380

市民局
地域力担当地域支援グ
ループ

令和02年10月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 負担金、補助及交付金　会費 令和2年度市民協働職員研修（実践研修）「全国市町村国際文化研修所（JIAM）主催の研修への職員派遣」にかかる会費の支出について
3,900

市民局
地域力担当地域支援グ
ループ

令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（瓜破北地域活動協議会、初回ヒアリング、９月28日開催分）
21,020

市民局
地域力担当地域支援グ
ループ

令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（児童虐待防止協会、派遣計画に基づく派遣、９月17日開催分）
31,960

市民局 地域安全担当 令和02年10月01日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 委託料　委託料 令和２年度指定区における夜間の青色防犯パトロール業務委託の実施及び同経費の支出について（令和２年８月）
1,522,730

市民局 地域安全担当 令和02年10月02日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　光熱水費 安全なまちづくり推進用　子どものための見守りカメラ事業にかかる電気料金の支出について（9月分1件）
302

市民局 地域安全担当 令和02年10月07日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　印刷製本費 安全なまちづくり推進用　令和２年度　安全ガイドブックの作成にかかる経費の支出について
142,241

市民局 地域安全担当 令和02年10月09日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　事務室用物品の調達経費の支出について
72,270

市民局 地域安全担当 令和02年10月19日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　印刷製本費 安全なまちづくり推進用　令和２年「全国地域安全運動」周知ポスターの作成経費の支出について
21,879

市民局 地域安全担当 令和02年10月21日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　光熱水費 安全なまちづくり推進用　子どものための見守りカメラ事業にかかる電気料金の支出について（9月分2件）
604

市民局 地域安全担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 旅費　其他委員等旅費 市内等出張交通費の支出について（令和2年9月分）
109,415

市民局 地域安全担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（令和2年9月分）
15,340

市民局 地域安全担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 安全なまちづくり推進用　スマートフォン端末（６台）用通信・通話回線利用契約等に係る経費の支出について（8月分通信通話料等、9月分セキュリティ契約料）
11,871

市民局 地域安全担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 安全なまちづくり推進用　スマートフォン端末（２台）用通信・通話回線利用契約等に係る経費の支出について（令和２年９月分通信通話料等）
3,678

市民局 消費者センター 令和02年10月02日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　特別旅費 令和2年度消費生活相談員研修　特定商取引法関連の高齢者に多くみられる消費者トラブル-訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入を中心に-への出張旅費の支出について
35,420

市民局 消費者センター 令和02年10月02日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 消費者センター一般事務用ＦＡＸ・コピー代の支出について（8月分）
4,349

市民局 消費者センター 令和02年10月06日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 消費者センター一般事務用電子複写機消耗品代の支出について（8月分）
14,680

市民局 消費者センター 令和02年10月07日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用消費者センター庁内情報通信サービス提供経費の支出について（令和2年8月分）
4,895

市民局 消費者センター 令和02年10月09日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　其他委員等旅費 消費者センター市内出張交通費の支出について（8月分・会計年度任用職員）
3,344

市民局 消費者センター 令和02年10月09日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　其他委員等旅費 消費者センター市内出張交通費の支出について（8月分・会計年度任用職員）
3,455

市民局 消費者センター 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 消費者センター市内等出張交通費の支出について（令和２年８月分）
1,380

市民局 消費者センター 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 消費者センター市内等出張交通費の支出について（令和２年８月分）
4,090

市民局 消費者センター 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 消費者センター市内等出張交通費の支出について（令和２年８月分）
5,980

市民局 消費者センター 令和02年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　印刷製本費 消費者啓発パンフレット（若者向け）印刷にかかる経費の支出について
237,600

市民局 消費者センター 令和02年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
15,400

市民局 消費者センター 令和02年10月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用日本経済新聞の購読料の支出について（令和2年7月分～令和2年9月分）
14,700

市民局 消費者センター 令和02年10月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用朝日新聞の購読料の支出について（令和2年7月分～令和2年9月分）
12,111

市民局 消費者センター 令和02年10月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用読売新聞の購読料の支出について（令和2年7月分～令和2年9月分）
13,200

市民局 消費者センター 令和02年10月23日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 一般事務用消費者センター照明・コンセント料金、空調料金及び構内配線使用料の支出について（9月分）
62,986

市民局 消費者センター 令和02年10月23日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 一般事務用消費者センター照明・コンセント料金、空調料金及び構内配線使用料の支出について（9月分）
169,537

市民局 消費者センター 令和02年10月23日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用消費者センター照明・コンセント料金、空調料金及び構内配線使用料の支出について（9月分）
4,950

市民局 消費者センター 令和02年10月23日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 使用料及賃借料　不動産賃借料 施設維持用消費者センター事務所部分の賃借料の支出について（令和2年11月分）
7,045,607

市民局 消費者センター 令和02年10月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報酬　其他委員等報酬 第58回大阪市消費者保護審議会にかかる委員報酬の支出について（審議会運営用）
231,000

市民局 消費者センター 令和02年10月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（10月2日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　其他委員等旅費 消費者センター市内出張交通費の支出について（9月分・会計年度任用職員）
3,463

市民局 消費者センター 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　其他委員等旅費 消費者センター市内出張交通費の支出について（9月分・会計年度任用職員）
4,152

市民局 消費者センター 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 消費者センター一般事務用ＦＡＸ・コピー代の支出について（9月分）
4,015

市民局 消費者センター 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 ヘッドセット及び電話機接続用ユーザーインターフェースの購入経費の支出について（相談指導用）
75,900

市民局 消費者センター 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 消費生活相談用　タブレット端末用通信回線の使用経費の支出について（令和2年8月分）
3,366

市民局 消費者センター 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について（令和2年９月分）
4,862

市民局 消費者センター 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 消費者行政推進用　タブレット端末用通信回線の使用にかかる通信経費の支出について（2020年8月分）
5,055

市民局 消費者センター 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 負担金、補助及交付金　会費 令和2年度消費生活相談員研修　通信・端末の契約に関する消費者トラブル‐携帯電話（スマートフォン）、光回線等を中心に‐にかかる受講料の支出について
2,880

財政局 財務課 令和02年10月14日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会用　大阪市決算書ほか10点概算印刷の実施及び経費の支出について（第１回）
312,593

財政局 財務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　「令和２年　地方税関係資料ハンドブック」ほか１点の経費の支出について
6,930

財政局 財務課 令和02年10月15日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会用　令和２年度大阪市市会議案概算印刷にかかる経費の支出について（第３回）
230,908
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財政局 財務課 令和02年10月15日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会用　令和２年度大阪市市会議案概算印刷にかかる経費の支出について（第２回）
769,752

財政局 財務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（財政局財務部）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
159,934

財政局 財務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（財政局財務部）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
8,154

財政局 財務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
2,530

財政局 財務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（財政局財務部）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
58,809

財政局 財務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（財政局財務部）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
27,495

財政局 財務課 令和02年10月15日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　カラープリンタ装置等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
10,450

財政局 財務課 令和02年10月15日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
2,530

財政局 財務課 令和02年10月15日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（財政局財務部）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
5,499

財政局 財務課 令和02年10月15日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（財政局財務部）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
56,355

財政局 財務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　市内出張交通費の支出について（９月分）
4,476

財政局 財務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　読売新聞の購読にかかる買入及び同経費の支出について（７～９月分）
13,200

財政局 財務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　地方自治小六法　令和３年度ほか１点の経費の支出について
6,590

財政局 財務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　毎日新聞ほか１点の購読にかかる買入及び同経費の支出について（７～９月分）
26,811

財政局 財務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　産経新聞の購読にかかる買入及び同経費の支出について（７～９月分）
12,111

財政局 財務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　朝日新聞の購読にかかる買入及び同経費の支出について（７～９月分）
12,111

財政局 財務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　追録（質疑応答　公営企業実務提要187-189）ほか１点の経費の支出について
23,111

財政局 財務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　ゴム印の買入及び同経費の支出について
4,950

財政局 財務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　追録（早わかり　公会計の手引き44-46）の経費の支出について
4,629

財政局 財務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 財務部事務用　後納郵便料金（９月分）の支出について
3,854

財政局 財源課（公債） 令和02年10月02日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 需用費　消耗品費 財源調整事務用「地方債質疑応答集７１－７５」の購入に係る経費の支出について
19,965

財政局 財源課（公債） 令和02年10月09日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
8,000,000,000

財政局 財源課（公債） 令和02年10月09日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
11,543,478

財政局 財源課（公債） 令和02年10月14日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
34,050,000

財政局 財源課（公債） 令和02年10月14日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 令和２年１０月１４日支払分利子支払手数料の支出について
165,000

財政局 財源課（公債） 令和02年10月15日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（９月分）の支出について
960

財政局 財源課（公債） 令和02年10月16日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
749,980,000

財政局 財源課（公債） 令和02年10月16日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
102,001,731

財政局 財源課（公債） 令和02年10月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 令和２年１０月１６日支払分利子支払手数料の支出について
398,745

財政局 財源課（公債） 令和02年10月19日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
172,000,000

財政局 財源課（公債） 令和02年10月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 令和２年１０月１９日支払分利子支払手数料の支出について
247,500

財政局 財源課（公債） 令和02年10月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
132,975,000

財政局 財源課（公債） 令和02年10月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 令和２年１０月２１日支払分利子支払手数料の支出について
247,500

財政局 財源課（公債） 令和02年10月23日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
110,500,000

財政局 財源課（公債） 令和02年10月23日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 令和２年１０月２３日支払分利子支払手数料の支出について
82,500

財政局 財源課（公債） 令和02年10月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
107,500,000

財政局 財源課（公債） 令和02年10月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
137,900,000

財政局 財源課（公債） 令和02年10月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
30,650,000

財政局 財源課（公債） 令和02年10月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 令和２年１０月２８日支払分利子支払手数料の支出について
115,500

財政局 財源課（公債） 令和02年10月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第210共同発行市場公募地方債に係る新規記録手数料の支出について
53,500

財政局 財源課（公債） 令和02年10月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 令和２年１０月２８日支払分元利金支払手数料の支出について
26,172

財政局 財源課（公債） 令和02年10月30日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
500,000,000

財政局 財源課（公債） 令和02年10月30日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
952,602

財政局 財源課（公債） 令和02年10月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
5,118

財政局 財源課（公債） 令和02年10月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用金融情報閲覧用インターネット利用に係る経費の支出について（８月分）
990

財政局 財源課（公債） 令和02年10月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 令和２年１０月３０日支払分元利金支払手数料の支出について
132,000

財政局 財源課（公債） 令和02年10月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 委託料　委託料 蓄積基金事務用「債券管理プログラム保守管理業務委託」の実施並びに同経費の支出について（７月～９月分）
66,000
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財政局 財源課（公債） 令和02年10月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財源調整事務用「金融情報提供サービス」の利用及び同経費の支出について（７月～９月分）
95,700

財政局 財源課（公債） 令和02年10月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 起債事務用「キャピタルアイ・ニュース購読」の実施並びに同経費の支出について（７月～９月分）
99,000

財政局 財源課（公債） 令和02年10月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財源調整事務用「金融情報提供サービス用パソコン等借入」の実施並びに同経費の支出について（９月分）
11,000

財政局 管理課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスの提供に伴う支出について（８月分）
4,895

財政局 管理課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務経費の支出について（８月分）
1,760

財政局 管理課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 乾式デジタル複合機の移設・設定業務委託経費の支出について
143,000

財政局 管理課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 税務事務システム用Ａ４カット紙買入経費の支出について（２回目）
138,006

財政局 管理課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　印刷製本費 市税関係規程集に係る印刷経費の支出について
153,780

財政局 管理課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる光熱水費等分担金の支出について（８月分）
23,529

財政局 管理課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 財政局東京赴任公舎における賃貸契約に係る賃料経費（令和２年１１月分）の支出について
113,000

財政局 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 令和３年度税制改正に係るヒアリングに係る管外出張について
29,376

財政局 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 税務事務用税のしるべ（令和２年７月～９月分）買入に係る経費の支出について
6,300

財政局 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 税務事務用官報（令和２年７月～９月分）買入に係る経費の支出について
57,615

財政局 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 税務事務用税務経理買入に係る経費の支出について（令和２年７月～９月分）
163,350

財政局 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年10月分）
11,547

財政局 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 税務事務用　産経新聞（令和２年７月～令和２年９月）（船場法人市税事務所）買入に係る経費の支出について
12,111

財政局 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 税務事務用　朝日新聞（令和２年４月～令和２年９月）（船場法人市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 税務事務用産経新聞（令和２年４月～令和２年９月分）買入経費の支出について
24,222

財政局 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 税務事務用読売新聞（令和２年７月～令和２年９月分）買入に係る経費の支出について
13,200

財政局 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 税務事務用毎日新聞（令和２年７月～９月分）・日本経済新聞（令和２年７月～９月分）買入に係る経費の支出について
26,811

財政局 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 財政局税務部分室（駅前第２ビル４階）機械警備等業務委託（長期継続契約）の経費の支出について（令和２年９月分）
13,200

財政局 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用（財政局本設置分））等機器一式長期借入に係る経費の支出について（９月分）
223,740

財政局 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末機器等（財政局）長期借入経費の支出について（９月分）
13,505,580

財政局 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム内利用AI-OCR機器等一式（先行分）借入経費の支出について（９月分）
2,143,625

財政局 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（財政局）一式長期借入（再リース）に係る経費の支出について（９月分）
3,410

財政局 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 税務事務用官報情報検索サービスの利用に係る経費の支出について（令和２年７月～９月分）
7,920

財政局 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（財政局税務部）一式　長期借入に係る経費の支出について（９月分）
3,578,548

財政局 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（財政局税務部）一式長期借入に係る経費の支出について（９月分）
11,880

財政局 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度 庁内情報利用パソコン等機器（財政局税務部）一式 長期借入に係る経費の支出について（９月分）
84,520

財政局 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度庁内情報利用パソコン等機器（財政局船場法人市税事務所）一式長期借入経費の支出について（９月分）
99,550

財政局 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（財政局税務部）一式　長期借入係る経費の支出について（９月分）
65,817

財政局 管理課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 税務事務用朝日新聞（令和２年７月～９月分）買入に係る経費の支出について
12,111

財政局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 梅田市税事務所に係る光熱水費の支出について（９月分）
336,309

財政局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 京橋市税事務所清掃業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（Ｒ２年９月分）
663,630

財政局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（令和２年度分）の支出について（１０月分）
2,464,342

財政局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 船場法人市税事務所 機械警備等業務委託に係る経費の支出について（９月分）
8,316

財政局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 大阪駅前第２ビルに係る共用部分使用料（４・７階）の支出について（第３四半期分）
350,770

財政局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田市税事務所（大阪駅前第２ビル）に係る駐車場利用料の支出について（Ｒ２年１１月分）
66,000

財政局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（令和２年度分）の支出について（１０月分）
817,626

財政局 管理課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 「国税徴収総覧（追録）」ほか７点買入（上半期）に係る経費の支出について（２回目）
130,893

財政局 管理課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 なんば市税事務所清掃業務委託（長期継続契約）に係る経費の支出について（９月分）
96,668

財政局 管理課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報償費　報償金 顧問弁護士業務委託の実施経費の支出について（令和２年７月～９月分）
165,000

財政局 管理課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 あべのメディックスに係る光熱水費の支出について（電気料９月分）
166,841

財政局 管理課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 あべの市税事務所に係る光熱費の支出について（９月分）
567,171

財政局 管理課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 あべのメディックス管理費及び修繕積立金（１１月分）の支出について
1,151,955

財政局 管理課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る賃料及び共益費の支出について（１１月分）
9,110,097

財政局 管理課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 あべのメディックス管理費及び修繕積立金（１１月分）の支出について
307,191
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所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

財政局 管理課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 税務事務システム用プリンタトナー買入にかかる経費の支出について
13,455,640

財政局 管理課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 弁天町市税事務所（大阪ベイタワー）に係る賃料及び共益費の支出について（１０月分）
5,341,258

財政局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 令和２年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（９月分）の支出について
4,493

財政局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 令和２年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（９月分）の支出について
2,789

財政局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 令和２年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（９月分）の支出について
2,883

財政局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 聴覚障がい者支援用音声認識アプリUDトーク利用（船場）にかかる電気通信サービス及び法人モバイル端末レンタルサービスにおける支出について（９月分）
8,140

財政局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 令和２年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（９月分）の支出について
2,985

財政局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 聴覚障がい者支援用音声認識アプリUDトーク利用（京橋・弁天町・あべの）にかかる電気通信サービス及び法人モバイル端末レンタルサービスにおける支出について（9月分）
24,420

財政局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 聴覚障がい者支援用音声認識アプリUDトーク利用（なんば）にかかる電気通信サービス及び法人モバイル端末レンタルサービスにおける支出について(９月分）
8,140

財政局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 地方税ポータルシステムＡＳＰサービス提供業務委託長期継続に係る経費の支出について（令和２年度第２四半期分）
1,254,000

財政局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る駐車場利用料の支出について（１１月分）
33,000

財政局 管理課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 税務事務用　日本経済新聞（令和２年４月～令和２年９月分）（梅田市税事務所）買入に係る経費の支出について
29,400

財政局 管理課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（９月分）
539,216

財政局 管理課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（９月分）
5,500

財政局 管理課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスの提供に伴う支出について（９月分）
4,895

財政局 管理課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所におけるＦＡＸ回線の移設サービス経費の支出について
22,660

財政局 管理課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 梅田市税事務所機械警備業務委託（長期継続契約）経費の支出について（令和２年９月分）
36,300

財政局 管理課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務経費の支出について（９月分）
1,760

財政局 管理課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る賃料及び共益費の支出について（１０月分）
12,227,820

財政局 管理課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐輪場利用料の支出について（１０～１２月分）
95,520

財政局 管理課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 令和２年度地方公共団体税務職員総務大臣表彰に係る管外出張について
29,776

財政局 管理課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和２年度あべの市税事務所定期清掃業務委託経費の支出について（１回目）
457,600

財政局 管理課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 弁天町市税事務所清掃業務委託に係る経費の支出について（Ｒ２年９月分）
167,200

財政局 管理課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る駐車場利用料の支出について（１１月分）
46,695

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
15,765

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 船場法人市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
5,108

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 あべの市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
79,122

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
25,083

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
18,372

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
30,657

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
23,096

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 「行政判例集成　滞納処分編（追録）」ほか８点買入（概算契約）に係る経費の支出について（５回目）
413,094

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 税務事務用乾式デジタル複合機にかかるコピー代（税務部・財務部・市債権・照会センター・税務部分室（固定）・あべの除く市税事務所分）の支出について（令和2年9月分）
13,694

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 令和２年度市（町・村）税条例（例）買入経費の支出について
2,420

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 税務事務用乾式デジタル複合機にかかるコピー代（税務部・財務部・市債権・照会センター・税務部分室（固定）・あべの除く市税事務所分）の支出について（令和2年9月分）
770,580

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る光熱水費の支出について（９月分）
347,544

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る共用電気使用料の支出について（９月分）
150,525

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 京橋市税事務所に係る光熱水費の支出について（Ｒ２年８月分）
610,865

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 弁天町市税事務所に係る光熱水費の支出について（８月・９月分）
1,824,396

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 梅田・京橋・弁天町市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（Ｒ２年９月分）
177,857

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 税務部用後納郵便料金の支出について（９月分）
168,179

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 税務部用後納郵便料金の支出について（９月分）
25,820

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 税務部用後納郵便料金の支出について（９月分）
30,242

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 市税事務所用後納郵便料金の支出について（９月分）
20,470,874

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 税務部用後納郵便料金の支出について（９月分）
89,349

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 なんば・あべの・船場法人市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
913,270

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 税務部用後納郵便料金の支出について（９月分）
644
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財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 大阪市財政局船場法人市税事務所及び税務部分室機械警備業務委託（長期継続）の経費の支出について（９月分）
66,550

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和２年度　税務事務システム・電子申告システム運用保守業務委託に係る経費の支出について（第２四半期分）
131,670,517

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和２年度税務事務システム出力帳票引取り仕分け搬送及び課税資料搬送業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（７・８・９月分）
1,117,050

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式借入（再リース）経費の支出について（９月分）
52,580

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る室外機専用使用料の支出について（１１月分）
3,800

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る賃料等の支出について（１１月分）
228,544

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 弁天町市税事務所（大阪ベイタワー）に係る駐車場利用料の支出について（Ｒ２年１１月分）
41,800

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る賃料及び共益費の支出について（１１月分）
9,873,515

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る賃料等（賃料・共益費）の支出について（１１月分）
2,041,490

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 京橋市税事務所（ＪＥＩ京橋ビル）に係る賃料及び共益費の支出について（１１月分）
7,733,456

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る賃料等（賃料・共益費）の支出について（令和２年１１月分）
437,204

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐車場利用料の支出について（１１月分）
132,000

財政局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る賃料等（賃料・共益費）の支出について（１１月分）
295,757

財政局 収税課 令和02年10月01日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 市債権回収対策事務用返信用切手（市債権班）の買入経費の支出について
73,800

財政局 収税課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 大阪市税クレジットカード納付に係る収納代行業務委託　長期継続（概算契約）-2にかかる経費の支出について（令和２年８月分）
138,149

財政局 収税課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 市債権収納事務用市内等出張交通費の支出について（令和２年８月分）
4,094

財政局 収税課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　手数料 配当異議請求事件の判決に伴う大阪地方裁判所への上申の実施にかかる関係経費の支出について
150

財政局 収税課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 差押物件の現況調査実施に伴う不動産鑑定委託に係る経費の支出について（平野区）
191,400

財政局 収税課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員にかかる市内出張交通費の支出について（９月分）
11,700

財政局 収税課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 ＬＧＷＡＮ端末用モノクロレーザープリンタトナー買入にかかる経費の支出について
21,120

財政局 収税課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　手数料 大阪市インターネット公売に係るシステム利用料の支出について（第78回）
2,101

財政局 収税課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和２年度督促状搬送業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
102,850

財政局 収税課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 還付請求書用返信用封筒買入にかかる経費の支出について
237,864

財政局 収税課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　印刷製本費 還付請求書同封チラシ印刷にかかる経費の支出について
95,594

財政局 収税課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 催告文書送付用封筒にかかる経費の支出について
273,900

財政局 収税課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託　長期継続（概算契約）にかかる経費の支出について（R2.9月分）
51,744

財政局 収税課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託　長期継続（概算契約）にかかる経費の支出について（R2.9月分）
14,806

財政局 収税課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託　長期継続（概算契約）にかかる経費の支出について（R2.9月分）
13,552

財政局 収税課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　手数料 Ｗｅｂ口座振替受付サービスにかかる従量料金の支払いについて（令和２年９月分）
3,185

財政局 収税課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託　長期継続（概算契約）に係る経費の支出について（R2.8月分)
7,501,391

財政局 収税課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 市税事務所内収納現金等警備輸送業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（R2.9月分）
579,120

財政局 収税課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　手数料 Ｗｅｂ口座振替受付サービスにかかる従量料金の支払いについて（令和２年９月分）
910

財政局 収税課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託　長期継続（概算契約）に係る経費の支出について（R2.8月分)
5,161,600

財政局 収税課 令和02年10月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託　長期継続（概算契約）に係る経費の支出について（R2.8月分)
1,250,574

財政局 収税課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　手数料 Ｗｅｂ口座振替受付サービスにかかる従量料金の支払いについて（令和２年９月分）
728

財政局 収税課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託　長期継続（概算契約）に係る経費の支出について（R2.8月分)
1,840,852

財政局 収税課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 滞納処分関係帳票（財産目録及び財産収支状況書ほか１点）の印刷に係る経費の支出について
86,570

財政局 収税課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 徴収猶予（特例）整理用ファイルの買入にかかる経費の支出について
187,000

財政局 収税課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 税務部収税課市内出張交通費等の支出について（９月分）
5,716

財政局 収税課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　手数料 Ｗｅｂ口座振替受付サービスにかかる従量料金の支払いについて（R2.4～R2.9月分）
8,745

財政局 収税課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　手数料 Ｗｅｂ口座振替受付サービスにかかる従量料金の支払いについて（R2.4～R2.9月分）
251,295

財政局 収税課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 大阪市税クレジットカード納付に係る収納代行業務委託　長期継続（概算契約）-1にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
154,325

財政局 収税課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和2年度市税徴収金収納整理事務に係る印字出力・事後処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
1,595,447

財政局 収税課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　手数料 Ｗｅｂ口座振替受付サービスにかかる従量料金の支払いについて（R2.4～R2.9月分）
15,840

財政局 収税課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　手数料 Ｗｅｂ口座振替受付サービスにかかる従量料金の支払いについて（R2.4～R2.9月分）
165

財政局 収税課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　手数料 Ｗｅｂ口座振替受付サービスにかかる従量料金の支払いについて（R2.4～R2.9月分）
660

財政局 収税課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　手数料 Ｗｅｂ口座振替受付サービスにかかる従量料金の支払いについて（R2.4～R2.9月分）
8,415
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財政局 課税課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 税務部課税課職員の出張交通費（令和２年８月分）の支出について
6,970

財政局 課税課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 軽自動車税（種別割）申告書（新規等）ほか２点印刷に係る経費の支出について
117,260

財政局 課税課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 令和２年度　給与所得の源泉徴収票（給与支払報告書）等発送用封筒買入の経費の支出について
696,306

財政局 課税課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 税務部課税課固定資産税グループ用市内出張交通費の支出について（会計年度任用職員・８月分）
680

財政局 課税課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 税務部課税課固定資産税グループ用市内出張交通費の支出について（８月分）
14,779

財政局 課税課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和２年度法人市民税・事業所税申告納付依頼状等作成に係る作表等処理業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（９月分）
795,168

財政局 課税課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和２年度法人市民税申告納付依頼状作成に係る封入封緘等処理業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（９月分）
306,741

財政局 課税課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 税務部課税課職員の出張交通費（令和２年９月分）の支出について
8,360

財政局 課税課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 令和２年度　給与所得の源泉徴収票（給与支払報告書）手書用印刷に係る経費の支出について
1,043,383

財政局 課税課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 マイナンバー導入及び特徴指定等に係る課税資料入力等業務委託（令和２年処理分）長期継続（概算契約）の経費の支出について（第４回）
528,479

財政局 課税課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 固定資産（家屋）評価基準外１点の買入にかかる経費の支出について
174,460

財政局 課税課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 令和２年度　給与所得者異動届出書印刷についての経費の支出について
1,096,680

財政局 課税課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 法人市民税関係帳票「第20号様式」ほか３点印刷に係る経費の支出について
282,260

財政局 課税課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 令和２年度　給与支払報告書（総括表）ほか１点印刷の経費の支出について
376,490

財政局 課税課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　印刷製本費 令和２年度　給与支払報告書（総括表）ほか１点印刷の経費の支出について
858,858

財政局 課税課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和２年度個人市・府民税税額シミュレーションシステムサービス開発・運用業務委託（長期継続）に係る支出金額について（令和２年９月分）
22,000

財政局 課税課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 備品購入費　図書購入費 固定資産（家屋）評価基準外１点の買入にかかる経費の支出について
778,360

財政局
固定資産評価審査委員
会

令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

旅費　費用弁償 固定資産評価審査委員会委員の交通費の支出について（９月分）
2,520

財政局
梅田市税事務所管理担
当

令和02年10月07日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 滞納処分実施にかかる管外出張旅費の支出について（９月15日出張分）
6,460

財政局
梅田市税事務所管理担
当

令和02年10月07日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 滞納処分実施にかかる管外出張旅費の支出について（９月16日出張分）
15,020

財政局
梅田市税事務所管理担
当

令和02年10月07日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 滞納処分実施にかかる管外出張旅費の支出について（９月17日出張分）
6,840

財政局
梅田市税事務所管理担
当

令和02年10月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 滞納処分実施にかかる管外出張旅費の支出について（９月23日出張分）
6,080

財政局
梅田市税事務所管理担
当

令和02年10月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 滞納処分実施にかかる管外出張旅費の支出について（９月25日出張分）
6,080

財政局
梅田市税事務所管理担
当

令和02年10月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
40

財政局
梅田市税事務所管理担
当

令和02年10月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所税務事務用切手購入経費の支出について（令和２年10月分）
82,184

財政局
梅田市税事務所管理担
当

令和02年10月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度広報用サインボード及びパンフ台（梅田市税事務所）の使用経費の支出について（下半期分）
10,800

財政局
梅田市税事務所管理担
当

令和02年10月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 梅田市税事務所　臨時的任用職員・再任用職員・会計年度任用職員にかかる市内出張交通費（９月分）の支出について
3,920

財政局
梅田市税事務所管理担
当

令和02年10月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所　臨時的任用職員・再任用職員・会計年度任用職員にかかる市内出張交通費（９月分）の支出について
820

財政局
梅田市税事務所管理担
当

令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 令和２年度地方公共団体税務職員表彰式典への出席に伴う管外出張旅費について
29,780

財政局
京橋市税事務所収納対
策担当

令和02年10月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 相続財産管理人の選任の実施に係る郵便切手及び収入印紙の支出について
1,260

財政局
京橋市税事務所収納対
策担当

令和02年10月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　手数料 相続財産管理人の選任の実施に係る郵便切手及び収入印紙の支出について
800

財政局
京橋市税事務所管理担
当

令和02年10月02日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 京橋市税事務所会計年度任用職員等に係る市内出張交通費（令和２年７月、８月分）の支出について
2,880

財政局
京橋市税事務所管理担
当

令和02年10月02日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所会計年度任用職員等に係る市内出張交通費（令和２年７月、８月分）の支出について
1,100

財政局
京橋市税事務所管理担
当

令和02年10月08日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯（京橋市税事務所）買入経費の支出について
25,850

財政局
京橋市税事務所管理担
当

令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　備品修繕料 京橋市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
3,500

財政局
京橋市税事務所管理担
当

令和02年10月23日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 差押物件の現況調査実施に伴う不動産鑑定業務委託（城東区）（概算契約）経費の支出について
308,000

財政局
京橋市税事務所管理担
当

令和02年10月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 京橋市税事務所会計年度任用職員等に係る市内出張交通費（令和２年９月分）の支出について
3,400

財政局
京橋市税事務所管理担
当

令和02年10月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所会計年度任用職員等に係る市内出張交通費（令和２年９月分）の支出について
1,100

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

令和02年10月15日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 弁天町市税事務所にかかる会計年度任用職員市内出張交通費の支出について（令和２年８月分）
3,588

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 差押物件の現況調査実施に伴う不動産鑑定業務委託（此花区）（概算契約）にかかる経費の支出について
383,900

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

令和02年10月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 弁天町市税事務所に係る小口支払基金繰入金の支出について(令和2年9月分)
10,320

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

令和02年10月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　印刷製本費 弁天町市税事務所に係る小口支払基金繰入金の支出について(令和2年9月分)
80

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

令和02年10月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　備品修繕料 弁天町市税事務所に係る小口支払基金繰入金の支出について(令和2年9月分)
3,500

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

令和02年10月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所に係る小口支払基金繰入金の支出について(令和2年9月分)
1,150

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

令和02年10月23日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所にかかる一般事務用郵便切手購入経費の支出について（令和2年10月購入分）
165,900

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

令和02年10月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 財産調査（照会）に係る用紙・コピー代等の支出について
33

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 弁天町市税事務所にかかる会計年度任用職員市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
2,840



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報

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

財政局
なんば市税事務所管理担
当

令和02年10月08日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 なんば市税事務所税務事務用コードレス電話機買入に係る経費の支出について
14,630

財政局
なんば市税事務所管理担
当

令和02年10月15日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 なんば市税事務所感染症拡大防止用手指消毒液買入に係る経費の支出について
17,600

財政局
なんば市税事務所管理担
当

令和02年10月15日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 差押物件の現況調査実施に伴う不動産鑑定業務委託（中央区）（概算契約）の経費の支出について
344,300

財政局
なんば市税事務所管理担
当

令和02年10月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 なんば市税事務所に係る市内出張等交通費の支出について（会計年度任用職員）（令和２年９月分）
5,368

財政局
なんば市税事務所管理担
当

令和02年10月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所に係る市内出張等交通費の支出について（臨時的任用職員）（令和２年９月分）
1,280

財政局
なんば市税事務所管理担
当

令和02年10月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,100

財政局
なんば市税事務所管理担
当

令和02年10月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所事務用郵便切手購入代金の支出について（令和2年11月分）
67,200

財政局
なんば市税事務所管理担
当

令和02年10月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
2,630

財政局
あべの市税事務所管理
担当

令和02年10月09日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 サーキュレーター他２点（あべの市税事務所）買入経費の支出について
19,740

財政局
あべの市税事務所管理
担当

令和02年10月09日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 令和2年度西成地区税務協議会運営に係る分担金の支出について
20,000

財政局
あべの市税事務所管理
担当

令和02年10月09日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 令和2年度西成税務署管内租税教育推進連絡協議会運営に係る分担金の支出について
10,000

財政局
あべの市税事務所管理
担当

令和02年10月15日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所滞納整理事務文書返信用等郵便切手購入経費の支出について（10・11月分）
274,730

財政局
あべの市税事務所管理
担当

令和02年10月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 滞納処分事務にかかる職員管外出張について
5,920

財政局
あべの市税事務所管理
担当

令和02年10月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
550

財政局
あべの市税事務所管理
担当

令和02年10月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　印刷製本費 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
40

財政局
あべの市税事務所管理
担当

令和02年10月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
20,370

財政局
あべの市税事務所管理
担当

令和02年10月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 抗菌気化フィルター他２点（あべの市税事務所）買入経費の支出について
66,880

財政局
あべの市税事務所管理
担当

令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 あべの市税事務所における再任用職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員の市内出張交通費支出について（９月分）
4,680

財政局
あべの市税事務所管理
担当

令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 あべの市税事務所における再任用職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員の市内出張交通費支出について（９月分）
4,850

財政局
あべの市税事務所管理
担当

令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 令和2年度阿倍野地区租税教育推進協議会運営に係る分担金の支出について
10,000

財政局
あべの市税事務所管理
担当

令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 令和2年度阿倍野地区税務協議会運営に係る分担金の支出について
25,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月01日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２８０件）
3,783,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月01日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 資金前渡による市税の還付金にかかる還付加算金１０月分の支出について
1,400,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１１７９件）
352,534,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡による市税の還付金１０月分の支出について（歳出）
11,200,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月02日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（配当割１件）
1,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月02日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１７件）
55,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割７件）
992,621

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１４０件）
13,199,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月05日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１０件）
22,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出７１件）
3,235,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
305,456

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出７２件）
1,815,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割８件）
143,038

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月07日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 財産調査（照会）に係る用紙・コピー代等の支出について
242

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月07日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１０件）
529,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１５５件）
17,058,252

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割８件）
73,145

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月08日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２６件）
61,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１３６件）
3,833,936

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割７件）
419,514

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月09日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（５件）
9,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出８７件）
3,825,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
182,310

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月12日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（配当割１件）
4,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月12日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２３件）
83,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１１６件）
5,507,600



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報

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

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１１件）
2,487,144

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月13日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（８件）
20,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月13日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出９０件）
4,050,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月13日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割６件）
107,396

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（７件）
14,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出８１件）
4,262,953

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１４件）
494,645

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３５件）
614,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
121,597

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１５件）
23,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
295,491

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出９８件）
4,535,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（８件）
15,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出８８件）
3,919,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割６件）
30,976

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（７件）
20,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出８６件）
1,706,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割７件）
308,532

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月21日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（８件）
16,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月21日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４７件）
1,323,830

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月21日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
37,541

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１１件）
25,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１０２件）
9,417,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
13,229

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月23日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（７件）
11,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１３２件）
3,488,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割９件）
82,864

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１０件）
22,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割５件）
36,906

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出９０件）
3,001,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１１件）
51,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割５件）
259,291

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出６１件）
6,772,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１８件）
222,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割５件）
33,753

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出９３件）
6,135,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（８件）
15,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（既製杭１２件）
46,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出既製杭３９件）
1,472,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割４件）
111,097

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１２９件）
4,477,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（既製杭２５件）
96,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３３９件）
2,023,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出既製杭５４件）
2,965,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年10月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出中間還付１１２３件）
227,678,900

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

令和02年10月08日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 船場法人市税事務所会計年度任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（８月分）
1,764

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

令和02年10月08日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 船場法人市税事務所臨時的任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（８月分）
720



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報
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財政局
船場法人市税事務所管
理担当

令和02年10月09日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 税務事務用ラベルシール（船場法人市税事務所）買入経費の支出について
71,775

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所にかかる臨時管理費（空調供給料金）の支出について（令和2年8月23日分）
118,230

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所にかかる臨時管理費（空調供給料金・通路照明使用料金）の支出について（令和2年8月30日分）
150,120

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

令和02年10月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
12,870

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

令和02年10月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
550

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

令和02年10月21日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所における返信用・料金不足用切手代の支出について（令和2年10月分）
25,200

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

令和02年10月23日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 税務事務用ゴム印・スタンプ（船場法人市税事務所）調製に係る経費の支出について
31,988

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 船場法人市税事務所会計年度任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（９月分）
1,440

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 船場法人市税事務所臨時的任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（９月分）
360

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和元年度～令和2年度　船場法人市税事務所における収納管理業務に係る労働者派遣（長期継続）の導入経費の支出について（９月分）
1,911,043

都市計画局 都市計画課 令和02年10月02日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報償費　報償金 地域地区指定等事務用「地域地区等の都市計画案策定に関する検討基礎調査業務委託」に係る受託者選定のための第１回業者選定委員会の報償金等の支出について
52,120

都市計画局 都市計画課 令和02年10月02日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　食糧費 都市景観委員会用　第59回大阪市都市景観委員会にかかる食糧費の支出について（10名分）
1,000

都市計画局 都市計画課 令和02年10月06日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定等関係事務用「新大阪駅周辺地域都市再生緊急整備地域検討協議会に関する打合せ（令和2年9月11日）に係る出張旅費の支出について」
59,560

都市計画局 都市計画課 令和02年10月07日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 都市計画決定等関係事務用　マット紙の購入について
3,300

都市計画局 都市計画課 令和02年10月08日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 都市計画広報連絡事務用　関西高速道路ネットワーク推進協議会に係る分担金の支出について（７月実施分）
42,155

都市計画局 都市計画課 令和02年10月09日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 都市景観委員会用　第59回大阪市都市景観委員会の開催（9/3）に係る委員報酬及び交通費の支出について（10名分）
195,000

都市計画局 都市計画課 令和02年10月09日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報償費　報償金 地域地区指定等事務用「地域地区等の都市計画案策定に関する検討基礎調査業務委託」に係る受託者選定のための第２回業者選定委員会の報償金等の支出について
52,120

都市計画局 都市計画課 令和02年10月09日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　費用弁償 都市景観委員会用　第59回大阪市都市景観委員会の開催（9/3）に係る委員報酬及び交通費の支出について（10名分）
8,480

都市計画局 都市計画課 令和02年10月14日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報償費　報償金 御堂筋沿道開発関係事務用　令和２年度第１回御堂筋デザイン会議の委員報償金の支払いについて（9月16日実施/4名分）
69,540

都市計画局 都市計画課 令和02年10月15日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定等関係事務用　新大阪駅周辺地域に関する名古屋大学教授との打合せ（令和2年9月23日）にかかる出張旅費の支出について
9,220

都市計画局 都市計画課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 国土利用計画法関係事務用等　「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法解説」等の購入にかかる経費の支出について
3,080

都市計画局 都市計画課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 国土利用計画法関係事務用等　「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法解説」等の購入にかかる経費の支出について
3,388

都市計画局 都市計画課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　食糧費 都市計画審議会事務用　令和２年度第１回大阪市都市計画審議会に係る食糧費の支出について
2,600

都市計画局 都市計画課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報償費　報償金 地域景観づくり協定制度にかかる地域景観づくりアドバイザー派遣に伴う報償金の支出について（道修町まちづくり協議会　令和２年度第３回目（８月25日派遣分））
30,000

都市計画局 都市計画課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　会費 都市景観委員会事務用　令和２年度近畿地方都市美協議会会費の支出について
10,000

都市計画局 交通政策課 令和02年10月02日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 総合交通対策関係事務用リニア中央新幹線に関する国土交通省協議にかかる出張旅費の支出について（令和２年９月７日分）
29,560

都市計画局 交通政策課 令和02年10月02日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 総合交通対策関係事務用北陸新幹線に関する国土交通省協議にかかる出張旅費の支出について（令和２年９月７日分）
28,720

都市計画局 交通政策課 令和02年10月02日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 総合交通対策関係事務用リニア中央新幹線及びなにわ筋線事業等に関する国土交通省協議にかかる出張旅費の支出について（令和２年９月７日～令和２年９月８日分）
38,080

都市計画局 交通政策課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 総合交通対策関係事務用市内等出張交通費の支出について（令和２年８月分）
14,175

都市計画局 総務担当 令和02年10月02日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（８月分）
133,065

都市計画局 総務担当 令和02年10月02日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用等　地方公共団体契約実務の要点外３点の概算購入について
11,214

都市計画局 総務担当 令和02年10月09日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 市民局定額給付金担当業務応援にかかる市内出張交通費の支出について
3,564

都市計画局 総務担当 令和02年10月09日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 一般事務用　コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊施設応援勤務にかかる出張旅費の支出について（追加分）
780

都市計画局 総務担当 令和02年10月15日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
9,963

都市計画局 総務担当 令和02年10月15日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
15,459

都市計画局 総務担当 令和02年10月15日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
84

都市計画局 総務担当 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内及び近接地出張旅費の支出について（８月分）
2,898

都市計画局 総務担当 令和02年10月28日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（９月分）
8,678

都市計画局 総務担当 令和02年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（９月分）
17,688

都市計画局 総務担当 令和02年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（９月分）
31,968

都市計画局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　朝日新聞（令和２年７月～令和２年９月分）の購入にかかる経費の支出について
48,444

都市計画局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　日本経済新聞（令和２年７月～令和２年９月分）の購入にかかる経費の支出について
58,800

都市計画局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　毎日新聞（令和２年７月～令和２年９月分）の購入にかかる経費の支出について
48,444

都市計画局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　産経新聞（令和２年７月～令和２年９月分）の購入にかかる経費の支出について
48,444

都市計画局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　読売新聞（令和２年７月～令和２年９月分）の購入にかかる経費の支出について
52,800

都市計画局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市計画局）一式　長期借入に伴う経費の支出について（9月分）
38,260

都市計画局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市計画局）一式　長期借入に伴う経費の支出について（9月分）
178,013
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都市計画局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画行政支援システム　大阪市地形図管理基本システム及び都市計画窓口システム用機器一式長期借入に伴う経費の支出について（9月分）
159,500

都市計画局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市計画局）一式　長期借入に伴う経費の支出について（9月分）
226,124

都市計画局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 開発許可関係事務用大判インクジェットプリンター（A0サイズ対応）の長期借入[リース契約]に伴う経費の支出について（9月分）
14,256

都市計画局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市計画局）一式　長期借入（追加分）に伴う経費の支出について（9月分）
330,947

都市計画局 総務担当 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　LGWAN接続系利用パソコン等機器（都市計画局）一式長期借入に伴う経費の支出について（9月分）
29,822

都市計画局 統計調査担当 令和02年10月13日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 委託料　委託料 大阪市統合型ＧＩＳ運用促進事業用　大阪市統合型GIS再構築・運用保守業務委託（長期継続契約）の経費の支出について（令和２年８月分）
668,874

都市計画局 統計調査担当 令和02年10月13日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市統合型GIS運用促進事業用GIS講習会受講料の支出について
79,200

都市計画局 統計調査担当 令和02年10月19日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 委託料　委託料 国勢調査費用 令和２年国勢調査に係る調査用品の仕分け及び配送業務委託の支出について
56,577,180

都市計画局 統計調査担当 令和02年10月19日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 委託料　委託料 国勢調査事務用　令和2年大阪市国勢調査事務センターに係るLGWAN接続系利用端末の移設及び復元等業務委託の支出について（第１回中間）
198,000

都市計画局 統計調査担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 使用料及賃借料　使用料 統計整備事務用　統計資料室内管理用端末機器一式長期借入の経費の支出について（令和２年９月分）
49,170

都市計画局 統計調査担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 需用費　消耗品費 令和２年国勢調査用 住居不定者調査にかかるＬＥＤ懐中電灯の購入について
32,637

都市計画局 統計調査担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 令和２年国勢調査　国勢調査事務センターにかかる電話料金等の支出について（令和２年９月使用分）
16,850

都市計画局 統計調査担当 令和02年10月28日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 需用費　光熱水費 令和２年国勢調査　国勢調査事務センターにかかる電気料金の支出について（令和２年９月使用分）
237,990

都市計画局 統計調査担当 令和02年10月28日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 国勢調査用　令和２年国勢調査にかかる住居不定者等調査の事前準備のための返送郵便料金の支出について（令和２年９月分）
3,366

都市計画局 統計調査担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内等出張交通費の支出について（８月分）
1,584

都市計画局 統計調査担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内等出張交通費の支出について（８月分）
1,674

都市計画局 統計調査担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 国勢調査事務用　令和2年大阪市国勢調査事務センターに係る庁内ネットワーク専用通信回線の利用に伴う開設工事の支出について（開設工事分）
33,000

都市計画局 統計調査担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 事務机（令和2年大阪市国勢調査事務センター）ほか14点借入経費の支出について（令和2年9月分）
234,070

都市計画局 統計調査担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 使用料及賃借料　使用料 事務机（令和2年大阪市国勢調査事務センター）ほか14点借入経費の支出について（令和2年9月分）
309,613

都市計画局 うめきた整備担当 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 うめきた関係事務用　うめきた２期区域開発に関する打合せに伴う出張旅費の支出について（９月１７日出張分）
29,380

都市計画局 うめきた整備担当 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 うめきた関係事務　市内等出張交通費の支出について（８月分）
4,128

都市計画局 うめきた整備担当 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 うめきた関係事務　市内等出張交通費の支出について（９月分）
12,802

都市計画局 うめきた整備担当 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 うめきた関係事務用　書籍（１冊）の購入経費の支出について
1,265

都市計画局 開発計画課 令和02年10月05日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用電話料金及びインターネットプロバイダ料金等の支出について（令和２年８月分）
7,801

都市計画局 開発計画課 令和02年10月05日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　手数料 淀屋橋アイ・スポット用電話料金及びインターネットプロバイダ料金等の支出について（令和２年８月分）
165

都市計画局 開発計画課 令和02年10月09日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用市内出張交通費の支出について（７月分）夢咲
12,938

都市計画局 開発計画課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 開発計画関係事務用大阪府咲洲庁舎にかかる電話料金の支出について（８月分）
9,671

都市計画局 開発計画課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報償費　報償金 開発事業用地管理費用　弁護士法律相談に係る弁護士相談料の支出について（8月7日実施分）
185,625

都市計画局 開発計画課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用等市内出張交通費の支出について（７月分）
920

都市計画局 開発計画課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用市内出張交通費の支出について（６月分）夢咲
14,407

都市計画局 開発計画課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用等市内出張交通費の支出について（７月分）
19,029

都市計画局 開発計画課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　光熱水費 淀屋橋アイ・スポット用電気使用料の支出について（９月分）
16,035

都市計画局 開発計画課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 開発計画関係事務用大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（咲洲庁舎）費用の支出について（９月分）
4,895

都市計画局 開発計画課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 淀屋橋アイ・スポット用管理費（分担金）の支出について（１０月分）
136,139

都市計画局 開発誘導課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発許可関係事務用　市内出張等の旅費の支出について（令和２年８月分）
2,960

都市計画局 建築企画課 令和02年10月14日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 負担金、補助及交付金　会費 建築基準行政事務用　「第２９回ＣＡＳＢＥＥ建築評価員講習」参加にかかる受講料の支出について
41,800

都市計画局 建築企画課 令和02年10月20日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 大阪市空家等対策協議会（第11回専門部会）にかかる報酬の支出について（令和2年9月3日実施分）
66,000

都市計画局 建築企画課 令和02年10月22日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　普通旅費 建築基準行政事務用　市内・近接地出張交通費（７月分）の支出について
62,051

都市計画局 建築企画課 令和02年10月22日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　建築関係ＪＩＳ要覧　外１７点　概算買入の経費の支出について
59,389

都市計画局 建築企画課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　令和２年度建築計画概要書等の写しの交付等業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
206,158

都市計画局 建築企画課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　食糧費 建築審査会事務用食糧費（大阪市建築審査会10月定例会）の支出について（６名分）
600

都市計画局 建築企画課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用　複写電送装置（モノクロファクシミリ）長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
4,950

都市計画局 建築企画課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（9月1日～9月30日分）の支出について
49,545

都市計画局 建築企画課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 建築審査会事務用　大阪市建築審査会（10月定例会）にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について
102,500

都市計画局 建築企画課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 建築審査会事務用　大阪市建築審査会（10月定例会）にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について
6,780

都市計画局 建築確認課 令和02年10月09日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 工事請負費　改修工事費 建築計画概要書の電子交付関係事務用　大阪市役所本庁舎（都市計画局３階）改修電気設備工事の経費の支出について
134,200

都市計画局 建築確認課 令和02年10月22日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用　平成30年度市民用建築情報検索システム機種更新に係る機器等一式　長期借入料（９月分）の支出について
52,580
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都市計画局 建築確認課 令和02年10月22日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用　平成29年度　建築行政支援システム機種更新に係る機器及び庁内情報利用パソコン等一式　長期借入料（９月分）の支出について
99,220

都市計画局 建築確認課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　建築行政共用データベースシステム（総合管理センター環境）利用に係る業務委託料（９月分）の支出について
265,489

都市計画局 監察課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　其他委員等旅費 会計年度任用職員　市内出張交通費（９月分）の支出について
1,320

福祉局 総務課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 令和２年度　社会福祉法人・施設監査等事務にかかる市内出張旅費の支出について（４～８月分）
4,970

福祉局 総務課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 令和２年度　社会福祉法人・施設監査等事務にかかる市内出張旅費の支出について（４～８月分）
5,452

福祉局 総務課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　令和２年８月分コピー代金の支出について（ゼロックス2台分）
115,999

福祉局 総務課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 令和２年度　福祉局船場分室用　コピー代金の支出について（８月分）
29,910

福祉局 総務課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 令和２年度　社会福祉法人・施設監査事務用物品（テープのり他８点）の買入及び所要経費の支出について
24,134

福祉局 総務課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　令和２年８月分コピー代金の支出について（コニカミノルタ9台分）
306,105

福祉局 総務課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　令和２年８月分コピー代金の支出について（コニカミノルタ1台分）
44,360

福祉局 総務課 令和02年10月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 令和２年度　福祉局船場分室用　コピー代金の支出について（８月分）
31,183

福祉局 総務課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 人事・勤務条件グループ事務用出張旅費（８月分）及び会計年度職員の出張旅費の支払いについて
414

福祉局 総務課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 人事・勤務条件グループ事務用出張旅費（８月分）及び会計年度職員の出張旅費の支払いについて
8,676

福祉局 総務課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 人事勤務事務用　追録(わかりやすい　労働基準法の手引　６３・６４号）の買入経費の支出について
9,426

福祉局 総務課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （19）一般事務用　平成28年度複写電送装置「ファクシミリ・地域福祉課」の長期借入にかかる経費の支出について（令和２年８月分）
3,888

福祉局 総務課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事業用　市内出張交通費について（令和２年８月）
3,378

福祉局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,110

福祉局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 人事・勤務条件グループ事務用　辞令用紙の印影印刷の実施及び同所経費の支出について
3,663

福祉局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉事業用　立替払に係る支出について
7,040

福祉局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 令和２年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の支出について（令和２年８月分）
5,132

福祉局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の支出について（令和２年８月分）
22,022

福祉局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の支出について（令和２年８月分）
384

福祉局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の支出について（令和２年８月分）
24,364

福祉局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 令和２年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の支出について（令和２年８月分）
4,037

福祉局 総務課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 令和２年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の支出について（令和２年８月分）
2,762

福祉局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 令和２年度　船場分室事務参考用　産経新聞の年間購読（買入）及び同経費の支出について（第２四半期）
5,929

福祉局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 令和２年度　船場分室事務参考用　毎日新聞の年間購読（買入）及び同経費の支出について（第２四半期）
5,929

福祉局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　船場分室の複写電送装置（ファクシミリ）長期借入経費の支出について（９月分）
3,939

福祉局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度　福祉局職員東京赴任公舎賃貸借契約にかかる経費の支出について（令和２年１１月分）
103,000

福祉局 総務課 令和02年10月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 令和２年度　船場分室事務参考用　産経新聞の年間購読（買入）及び同経費の支出について（第２四半期）
6,182

福祉局 総務課 令和02年10月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 令和２年度　船場分室事務参考用　毎日新聞の年間購読（買入）及び同経費の支出について（第２四半期）
6,182

福祉局 総務課 令和02年10月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　船場分室の複写電送装置（ファクシミリ）長期借入経費の支出について（９月分）
4,107

福祉局 総務課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （19）一般事務用　平成28年度複写電送装置「ファクシミリ・地域福祉課」の長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
3,888

福祉局 総務課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （18）複写電送装置（ファクシミリ）「リハセン・福祉システム課」にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
5,508

福祉局 総務課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑰　一般事務用　平成27年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（総務部、生活福祉部、高齢者施策部、障がい者施策部）にかかる経費の支出について（令和２年9月分)
10,908

福祉局 総務課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （14）一般事務用　平成２９年度デジタル印刷機長期借入（総務部）にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
10,082

福祉局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 特別定額給付金担当応援業務にかかる出張旅費の支出について
9,560

福祉局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 人事・勤務条件グループ事務用出張旅費（９月分）の支出について
6,998

福祉局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞、日本経済新聞及び大阪日日新聞の買入（年間購読）にかかる経費の支出について（２０２０年７月～２０２０年９月）
32,961

福祉局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　逓送未配達事業所への郵送経費の支出について（弘済院・令和２年10月分）
2,660

福祉局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 令和２年度福祉局文書等逓送業務委託に係る経費の支出について（令和２年９月分）
121,313

福祉局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　社会福祉法人・施設監査事務用マジックコネクト利用にかかる経費の支出について（９月分）
1,738

福祉局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 令和２年度福祉局文書等逓送業務委託に係る経費の支出について（令和２年９月分）
141,532

福祉局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 令和２年度　社会福祉法人・施設監査等事務にかかる市内出張旅費の支出について（８、９月分）
4,000

福祉局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 令和２年度　社会福祉法人・施設監査等事務にかかる市内出張旅費の支出について（８、９月分）
5,242

福祉局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　令和２年９月分コピー代金の支出について（ゼロックス2台分）
98,195

福祉局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　令和２年９月分コピー代金の支出について（コニカミノルタ1台分）
39,503
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福祉局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　令和２年９月分コピー代金の支出について（コニカミノルタ9台分）
275,511

福祉局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 令和２年度　社会福祉法人・施設監査事務用　タブレット端末運用経費の支出について（９月分）
8,144

福祉局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 福祉局職員東京赴任公舎における日常生活用品借入契約にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
11,229

福祉局 総務課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 令和２年度　法人監理グループにおける後納郵便料金の支出について（９月分）
6,108

福祉局 総務課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事業用　市内出張交通費について（令和２年９月）
2,648

福祉局 総務課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 人事勤務事務用　追録(労働時間・休日・休暇管理の手引　６４・６５号）の買入経費の支出について
7,601

福祉局 総務課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 令和２年度　福祉局船場分室庁内情報ネットワークにおける通信使用料等の支出について（９月分）
3,878

福祉局 総務課 令和02年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 令和２年度　福祉局船場分室庁内情報ネットワークにおける通信使用料等の支出について（９月分）
4,042

福祉局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 人事勤務事務用　追録(最新　人事・労務管理の手引　６５・６６号）の買入経費の支出について
7,787

福祉局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 令和２年度　福祉局船場分室用　コピー代金の支出について（９月分）
42,547

福祉局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 令和２年度　船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（８月分）
27,574

福祉局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（３回線）の支出について（９月分）
61,575

福祉局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度　船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（10月分）
802,007

福祉局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 新型コロナウイルス感染症対応応援業務にかかる出張旅費の支出について
360

福祉局 総務課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 令和２年度　福祉局船場分室用　コピー代金の支出について（９月分）
44,358

福祉局 総務課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 令和２年度　船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（８月分）
28,748

福祉局 総務課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（３回線）の支出について（９月分）
64,196

福祉局 総務課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度　船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（10月分）
836,135

福祉局 経理・企画課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 定額給付金担当応援業務にかかる市内出張交通費の支出について（８月７日分）
360

福祉局 経理・企画課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 企画グループ、経理・調達グループ市内出張旅費の支出について（８月分）
320

福祉局 経理・企画課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 企画グループ、経理・調達グループ市内出張旅費の支出について（８月分）
684

福祉局 経理・企画課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 企画グループ、経理・調達グループ市内出張旅費の支出について（８月分）
1,034

福祉局 経理・企画課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立社会福祉センター指定管理に係る業務代行料の支出について（第３四半期分）
9,436,011

福祉局 経理・企画課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 令和２年度　もと夕凪寮機械警備業務委託に係る経費の支出について
8,250

福祉局 経理・企画課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 令和２年度福祉局小口支払基金の繰入について（令和２年９月分）
8,401

福祉局 経理・企画課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　食糧費 令和２年度福祉局小口支払基金の繰入について（令和２年９月分）
3,472

福祉局 経理・企画課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 令和２年度福祉局小口支払基金の繰入について（令和２年９月分）
2,156

福祉局 経理・企画課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 令和２年度福祉局小口支払基金の繰入について（令和２年９月分）
29,166

福祉局 経理・企画課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 施設管理用港区老人福祉センターの電気代の支出について（１０月分（9月1日～9月30日））
73,833

福祉局 経理・企画課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 経理・調達事務用「月刊　地方財務（2020年8月号）」買入及び同経費の支出について
3,773

福祉局 経理・企画課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 管財グループ業務用市内出張旅費の支出について（９月分）
10,981

福祉局 経理・企画課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 経理・調達グループ、企画グループ市内出張旅費の支出について（９月分）
1,692

福祉局 経理・企画課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 経理・調達グループ、企画グループ市内出張旅費の支出について（９月分）
460

福祉局 経理・企画課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 令和２年度福祉局後納郵便料金の一括支払について（９月分）
1,099,856

福祉局 経理・企画課 令和02年10月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立社会福祉センターの７月３１日までの利用キャンセルによる使用料の全額還付（歳出）
2,100

福祉局 経理・企画課 令和02年10月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立社会福祉センター会議室の8月1日以降の利用キャンセルによる使用料の半額還付（歳出）について
1,000

福祉局 地域福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　筆耕翻訳料 民生委員・児童委員に対する表彰状等毛筆筆耕（部分書き）経費の支出について（４回目）
6,138

福祉局 地域福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　筆耕翻訳料 民生委員・児童委員に対する表彰状等毛筆筆耕（部分書き）経費の支出について（４回目）
511

福祉局 地域福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 第75回大阪市民生委員児童委員大会記念品（マグネット（布製））買入に係る経費の支出について
66,000

福祉局 地域福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 第75回大阪市民生委員児童委員大会記念品（ポケットティッシュケース）買入に係る経費の支出について
66,000

福祉局 地域福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 民生委員・児童委員活動記録集計表の印刷に係る経費の支出について
63,800

福祉局 地域福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 第75回大阪市民生委員児童委員大会記念品（布製しおり）買入に係る経費の支出について
19,600

福祉局 地域福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 第75回大阪市民生委員児童委員大会記念品（コルク製コースター）買入に係る経費の支出について
64,000

福祉局 地域福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金第３四半期分の支出について
126,797,000

福祉局 地域福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 工事請負費　改修工事費 大阪市社会福祉研修・情報センター給水加圧ポンプ改修工事に係る完成金の支出について
1,162,800

福祉局 地域福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 第75回大阪市民生委員児童委員大会記念品（レターセット）買入に係る経費の支出について
140,000

福祉局 地域福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 令和２年度障がい者・高齢者虐待防止啓発用リーフレットの作成経費の支出について
83,600
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福祉局 地域福祉課 令和02年10月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　印刷製本費 令和２年度障がい者・高齢者虐待防止啓発用リーフレットの作成経費の支出について
159,500

福祉局 地域福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 第75回大阪市民生委員児童委員大会記念品（布製コースター）買入に係る経費の支出について
64,000

福祉局 地域福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 （第１回：令和２年９月１日開催）「総合的な相談支援体制の充実事業」に係るアンケート調査業務委託事業者選定会議における報償金の支出について
50,320

福祉局 地域福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 （令和２年８月実施分）総合的な相談支援体制の充実事業にかかる報償金の支出について
52,140

福祉局 地域福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（令和２年８月分）
3,739

福祉局 地域福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（令和２年８月分）
7,427

福祉局 地域福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 相談支援グループ　市内出張旅費の支出について（令和２年８月分）
2,831

福祉局 地域福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（令和２年７月分）（口座振替不能による再支出分）
2,294

福祉局 地域福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 第75回大阪市民生委員児童委員大会記念品（メモ帳（大））買入に係る経費の支出について
57,200

福祉局 地域福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 第75回大阪市民生委員児童委員大会記念品（マグネット）買入に係る経費の支出について
8,000

福祉局 地域福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 第75回大阪市民生委員児童委員大会パンフレットの印刷に係る経費の支出について
180,730

福祉局 地域福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度休日・夜間福祉電話相談事業（長期継続契約）にかかる経費の支出について（第３四半期）
3,374,351

福祉局 地域福祉課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和２年度休日・夜間福祉電話相談事業（長期継続契約）にかかる経費の支出について（第３四半期）
3,374,352

福祉局 地域福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年度　第１回大阪市福祉有償運送運営協議会にかかる委員報酬および費用弁償の支出について
132,000

福祉局 地域福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年度　第１回大阪市福祉有償運送運営協議会にかかる委員報酬および費用弁償の支出について
560

福祉局 地域福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 令和２年度成年後見支援センター事業（長期継続契約）にかかる経費の支出について（第３四半期）
14,583,911

福祉局 地域福祉課 令和02年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 高齢者虐待防止にかかる緊急連絡携帯電話料金の支出について（令和２年９月分）
1,029

福祉局 地域福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用毎日新聞・日本経済新聞の購入経費の支出について（令和２年度第２四半期分）
26,811

福祉局 地域福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用読売新聞の購入経費の支出について（令和２年度第２四半期分）
13,200

福祉局 地域福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用産経新聞の購入経費の支出について（令和２年度第２四半期分）
12,111

福祉局 地域福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用厚生福祉の購入経費の支出について（令和２年度第２四半期分）
13,530

福祉局 地域福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用朝日新聞の購入経費の支出について（令和２年度第２四半期分）
12,111

福祉局 地域福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市要援護障がい者・高齢者緊急一時保護事業経費の支出について（その１）（令和２年度上半期）
2,283,401

福祉局 地域福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市要援護障がい者・高齢者緊急一時保護事業経費の支出について（その１）（令和２年度上半期）
7,573,234

福祉局 地域福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 相談支援グループ（会計年度任用職員分）　市内出張旅費の支出について（令和２年８月分）
909

福祉局 地域福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 相談支援グループ（会計年度任用職員分）　市内出張旅費の支出について（令和２年８月分）
369

福祉局 地域福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市社会福祉研修・情報センター管理運営事業及び介護の職場担い手創出事業の実施に係る所要経費の支出について（第３四半期分）
2,793,750

福祉局 地域福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市社会福祉研修・情報センター管理運営事業及び介護の職場担い手創出事業の実施に係る所要経費の支出について（第３四半期分）
3,799,000

福祉局 地域福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市社会福祉研修・情報センター管理運営事業及び介護の職場担い手創出事業の実施に係る所要経費の支出について（第３四半期分）
27,893,500

福祉局 地域福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年度第２回大阪市社会福祉審議会地域福祉専門分科会地域福祉基本計画策定・推進部会（令和２年９月14日開催分）にかかる報酬及び費用弁償の支出について
148,500

福祉局 地域福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年度第２回大阪市社会福祉審議会地域福祉専門分科会地域福祉基本計画策定・推進部会（令和２年９月14日開催分）にかかる報酬及び費用弁償の支出について
3,960

福祉局 地域福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 令和２年度 福祉ボランティアコーディネーション事業の所要経費の支出について（第３四半期分）
3,648,000

福祉局 地域福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市要援護障がい者・高齢者緊急一時保護事業経費の支出について（その２）（令和２年度上半期１）
145,333

福祉局 地域福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市要援護障がい者・高齢者緊急一時保護事業経費の支出について（その２）（令和２年度上半期１）
1,875,382

福祉局 地域福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢者虐待防止にかかる専門相談事業（単価契約）の支出について（第２四半期：社会福祉士会）
83,810

福祉局 保護課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（令和２年10月分）
14,865,049

福祉局 保護課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　住宅扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（令和２年10月分）
5,101,800

福祉局 保護課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（令和２年10月分）
28,270

福祉局 保護課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生業扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（令和２年10月分）
7,500

福祉局 保護課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　措置扶助金 支援給付被支援者にかかる配偶者支援金の支出について（令和２年10月分及び９月追加分）
955,394

福祉局 保護課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度無料職業紹介責任者講習の受講（９月１６日受講分）にかかる同経費の支出について
56,100

福祉局 保護課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（７月・８月分）の支出について（保護グループ）
620

福祉局 保護課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　其他委員等旅費 一般事務用市内出張交通費（７月・８月分）の支出について（保護グループ）
1,160

福祉局 保護課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（７月・８月分）の支出について（保護グループ）
1,740

福祉局 保護課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 一般事務用市内出張交通費（７月・８月分）の支出について（保護グループ）
17,420

福祉局 保護課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（７月・８月分）の支出について（保護グループ）
3,354

福祉局 保護課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（７月・８月分）の支出について（保護グループ）
6,832



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報

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

福祉局 保護課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護施設措置費（令和２年８月概算分）の精算について（追給）
908,859

福祉局 保護課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　施設事務費 生活保護施設措置費（令和２年８月概算分）の精算について（追給）
3,179,921

福祉局 保護課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる生活支援給付金（おむつ代）の支出について（令和２年９月請求分）
20,800

福祉局 保護課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる生活支援給付金（おむつ代）の支出について（令和２年９月請求分）
7,260

福祉局 保護課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（住宅改修）の支出について（令和２年９月請求分）
4,400

福祉局 保護課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護一般事務用　令和２年度「生活と福祉」買入にかかる支出について（９月号分）
9,504

福祉局 保護課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護施設措置費（令和２年10月概算分）の支出について
50,448,036

福祉局 保護課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　施設事務費 生活保護施設措置費（令和２年10月概算分）の支出について
227,494,326

福祉局 保護課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 令和２年度『介護報酬の解釈１　単位数表編　令和元年10月版』外５点の買入に係る経費の支出について
158,004

福祉局 保護課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 令和２年度『介護報酬の解釈１　単位数表編　令和元年10月版』外５点の買入に係る経費の支出について
15,004

福祉局 保護課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 令和２年度『介護報酬の解釈１　単位数表編　令和元年10月版』外５点の買入に係る経費の支出について
8,074

福祉局 保護課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 ケースワーク業務支援用市内出張交通費（９月分）の支出について　査察指導グループ
2,567

福祉局 保護課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 保護課医療Ｇ所属会計年度任用職員にかかる市内出張旅費の支出について（令和２年９月分）
3,080

福祉局 保護課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 保護課医療Ｇ所属会計年度任用職員にかかる市内出張旅費の支出について（令和２年９月分）
5,020

福祉局 保護課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護施設市内出張交通費（令和２年９月分）の支出について
16,077

福祉局 保護課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度生活保護業務にかかる法律相談顧問業務委託事業の所要経費の支出について（第２四半期）
330,000

福祉局 保護課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 令和２年度 中国残留邦人等支援給付レセプト電子データ提供料の支出について（令和２年８月審査分）
57

福祉局 保護課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 総合福祉システム用医療券等送付にかかる郵便料金の支出について（令和２年９月利用分）
1,957,275

福祉局 保護課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度 総合福祉システム関連用レセプト電子データ提供料の支出について（令和２年８月審査分）
61,827

福祉局 保護課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護診療報酬　令和２年９月審査分（追加払い）の支出について
4,708,717

福祉局 保護課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　印刷製本費 生活保護事務用　生活保護基準額の改定周知ビラ印刷及び同経費の支出について
83,297

福祉局 保護課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　光熱水費 もと大淀寮等における電気代（９月分）の支出について
51,001

福祉局 保護課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等に対する支援給付業務用　介護支援給付費審査支払委託料の支出について（令和２年９月審査分）
39,330

福祉局 保護課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 中国残留邦人等に対する支援給付業務用　介護支援給付費の支出について（令和２年９月審査分）
2,292,424

福祉局 保護課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（ストーマ装具）の支出について（令和２年10月請求分）
77,080

福祉局 保護課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　光熱水費 もと大淀寮等における電気代（９月分）の支出について
23,490

福祉局 保護課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 生活保護業務用　生活保護法介護給付費異動連絡票入力処理委託料の支出について（令和２年９月審査分）
12,570

福祉局 保護課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 生活保護業務用　生活保護法介護給付費審査支払委託料の支出について（令和２年９月審査分）
8,647,755

福祉局 保護課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用　生活保護法介護給付費（介護扶助）の支出について（令和２年９月審査）
560,469,874

福祉局 保護課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業長期継続（概算契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年９月納品分）
30,394

福祉局 保護課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業長期継続（概算契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年９月納品分）
9,880

福祉局 保護課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 中国残留邦人等の日本語教室通学にかかる交通費等の支出について（令和２年９月申請分）
8,480

福祉局 保護課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の通勤災害に係る療養補償費の支出について（令和2年9月分その2）
32,688

福祉局 保護課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の公務災害に係る療養補償費の支出について（令和2年9月分その1）
171,494

福祉局 保護課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 令和２年度心理判定業務（管外出張）にかかる旅費支出について（救護施設　さわやか荘）
3,960

福祉局 保護課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　印刷製本費 令和２年度生活保護基準額表の印刷及び同経費の支出について
90,248

福祉局 保護課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護一般事務用入院患者日用品費等受領書返送郵便料金（9月分）の支出について
19,976

福祉局 保護課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業長期継続（概算契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年９月納品分）
3,492,664

福祉局 保護課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度　生活保護適正化に係る法律相談顧問業務委託事業に係る経費の支出について（第２四半期分）
330,000

福祉局 保護課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業長期継続（概算契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年９月納品分）
611

福祉局 保護課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業長期継続（概算契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年９月納品分）
18

福祉局 保護課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業長期継続（概算契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年９月納品分）
423,936

福祉局 保護課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業長期継続（概算契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年９月納品分）
37,879

福祉局 保護課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる文書料の支出について（令和２年10月分）
4,000

福祉局 保護課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する報酬及び交通費の支出について（令和２年１０月分）
78,000

福祉局 保護課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する報酬及び交通費の支出について（令和２年１０月分）
3,900

福祉局 保護課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費住宅扶助金（府営住宅代理納付分）令和2年10月分の支出について
4,352,800
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福祉局 保護課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用生活保護法医療扶助金施術報酬の支出について（令和２年10月審査分）
28,798,640

福祉局 保護課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活福祉部保護課（医療グループ）市内出張交通費（９月分）の支出について
7,366

福祉局 保護課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活福祉部保護課（医療グループ）市内出張交通費（９月分）の支出について
1,746

福祉局 保護課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 生活保護業務用専門相談員派遣事業（不動産に関する相談）にかかる委託料の支出について（上半期分）
176,000

福祉局 保護課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる生活支援給付金（おむつ代）の支出について（令和２年10月請求分）
19,500

福祉局 保護課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（装具）の支出について（令和２年10月請求分）
76,267

福祉局 保護課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（9月作業分【随時払】）の支出について
266,475

福祉局 保護課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（9月作業分【随時払】）の支出について
191,400

福祉局 保護課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（10月分保護費9月作業分）の支出について
594,165

福祉局 保護課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（9月作業分【随時払】）の支出について
50,655

福祉局 保護課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（9月作業分【随時払】）の支出について
188,760

福祉局 保護課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　広告料 行旅死亡人官報公告登載料について(令和２年９月申込分)
76,266

福祉局 保護課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費口座払分(令和２年１１月分）の支出について
6,183,647,669

福祉局 保護課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費口座払分(令和２年１１月分）の支出について
3,331,775,284

福祉局 保護課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費口座払分(令和２年１１月分）の支出について
26,603,397

福祉局 保護課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費口座払分(令和２年１１月分）の支出について
13,311,560

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業にかかる所要経費の支出について（令和２年５月再審査請求分にかかるインセンティヴ）
39,271

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 総合就職サポート事業（中央区ほか５区域）委託業務（長期契約）の実施及び同所要経費の支出について【第２四半期分】
2,196,509

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 総合就職サポート事業（阿倍野区ほか２区域）委託業務（長期契約）の実施及び同所要経費の支出について【第２四半期分】
2,008,012

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 総合就職サポート事業（西成区域）委託業務（長期契約）の実施及び同所要経費の支出について【第２四半期分】
2,243,450

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 総合就職サポート事業（淀川区ほか１区域）委託業務（長期契約）の実施及び同所要経費の支出について【第２四半期分】
1,986,178

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 総合就職サポート事業（北区ほか５区域）委託業務（長期契約）の実施及び同所要経費の支出について【第２四半期分】
2,305,787

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 総合就職サポート事業（東住吉区ほか１区域）委託業務（長期契約）の実施及び同所要経費の支出について【第２四半期分】
2,131,731

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 総合就職サポート事業（西区ほか３区域）委託業務（長期契約）の実施及び同所要経費の支出について【第２四半期分】
2,113,424

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 令和２年度　中国残留邦人等に対する支援給付用　審査支払委託料令和２年９月審査分の支出について
47,100

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（令和２年11月分）
15,288,671

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　住宅扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（令和２年11月分）
5,099,800

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（令和２年11月分）
6,600

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 令和２年度　中国残留邦人等支援給付用　診療報酬令和２年10月審査分（概算払い）の支出について
27,992,000

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生業扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（令和２年11月分）
5,300

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　措置扶助金 支援給付被支援者にかかる配偶者支援金の支出について（令和２年11月分）
911,967

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 令和２年度心理判定業務（管外出張）にかかる旅費支出について（救護施設　角川ヴィラ）
3,840

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 監査指導研修用市内出張交通費（７、８、９月分）の支出について　査察グループ
48,563

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度中国語通訳委託事業の実施及び同所要経費の支出について（９月分）
20,856

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 総合就職サポート事業（西成区域）委託業務（長期契約）の実施及び同所要経費の支出について【第２四半期分】
20,191,050

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 総合就職サポート事業（淀川区ほか１区域）委託業務（長期契約）の実施及び同所要経費の支出について【第２四半期分】
17,875,598

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 総合就職サポート事業（西区ほか３区域）委託業務（長期契約）の実施及び同所要経費の支出について【第２四半期分】
19,020,811

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 総合就職サポート事業（東住吉区ほか１区域）委託業務（長期契約）の実施及び同所要経費の支出について【第２四半期分】
19,185,572

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 総合就職サポート事業（阿倍野区ほか２区域）委託業務（長期契約）の実施及び同所要経費の支出について【第２四半期分】
18,072,099

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度　生活保護業務用　診療報酬審査支払委託料令和２年10月審査分の支出について
17,038,247

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業にかかる所要経費の支出について（令和２年５月再審査請求分にかかるインセンティヴ）
2,076,853

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 総合就職サポート事業（北区ほか５区域）委託業務（長期契約）の実施及び同所要経費の支出について【第２四半期分】
20,752,078

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 総合就職サポート事業（中央区ほか５区域）委託業務（長期契約）の実施及び同所要経費の支出について【第２四半期分】
19,768,577

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護布団類概算買入及び同所要経費の支出について（令和２年８月分）
983,400

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 令和２年度　生活保護業務用　診療報酬令和２年10月審査分（概算払い）の支出について
10,626,442,986

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業にかかる所要経費の支出について（令和２年５月再審査請求分にかかるインセンティヴ）
292

福祉局 保護課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業にかかる所要経費の支出について（令和２年５月再審査請求分にかかるインセンティヴ）
85,795
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福祉局 保険年金課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 令和２年度　医療助成事務用市内出張交通費の支払について（会計年度職員８月分）
540

福祉局 保険年金課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 令和２年度　医療助成事務用市内出張交通費の支払について（８月分）
3,244

福祉局 保険年金課 令和02年10月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 令和２年度国民健康保険被保険者証（オンライン用）ほか５点の印刷にかかる所要経費の支出について（１回目）
1,249,116

福祉局 保険年金課 令和02年10月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 令和２年度国民健康保険被保険者証（オンライン用）ほか５点の印刷にかかる所要経費の支出について（１回目）
11,601,029

福祉局 保険年金課 令和02年10月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 資格事務用　令和２年度　国民健康保険システムはがき加工処理業務にかかる所要経費の支出について（８月分）
6,634

福祉局 保険年金課 令和02年10月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 資格事務用　令和２年度　国民健康保険システムはがき加工処理業務にかかる所要経費の支出について（８月分）
181,418

福祉局 保険年金課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　重度障がい者医療助成費にかかる支出について（１０月５日払い分）４／５
4,147,484

福祉局 保険年金課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　重度障がい者医療助成費にかかる支出について（１０月５日払い分）５／５
2,158,164

福祉局 保険年金課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　重度障がい者医療助成費にかかる支出について（１０月５日払い分）１／５
1,462,959

福祉局 保険年金課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　重度障がい者医療助成費にかかる支出について（１０月５日払い分）３／５
3,708,096

福祉局 保険年金課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　重度障がい者医療助成費にかかる支出について（１０月５日払い分）２／５
1,245,422

福祉局 保険年金課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　一部負担金助成費にかかる支出について（１０月５日払い分）２／５
125,138

福祉局 保険年金課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　一部負担金助成費にかかる支出について（１０月５日払い分）３／５
139,353

福祉局 保険年金課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　一部負担金助成費にかかる支出について（１０月５日払い分）５／５
31,127

福祉局 保険年金課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　一部負担金助成費にかかる支出について（１０月５日払い分）１／５
58,919

福祉局 保険年金課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　一部負担金助成費にかかる支出について（１０月５日払い分）４／５
280,866

福祉局 保険年金課 令和02年10月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 北区菅原町複合施設　ＦＡＸ料金の支出について（令和２年９月請求分）
1,652

福祉局 保険年金課 令和02年10月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（７月分）
759,779

福祉局 保険年金課 令和02年10月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（５月分）
759,779

福祉局 保険年金課 令和02年10月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（６月分）
759,779

福祉局 保険年金課 令和02年10月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（５月分）
4,594,975

福祉局 保険年金課 令和02年10月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（６月分）
4,594,975

福祉局 保険年金課 令和02年10月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（７月分）
4,594,975

福祉局 保険年金課 令和02年10月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料収納整理事務用還付加算金の支出について（８回目）
26,400

福祉局 保険年金課 令和02年10月05日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 北区菅原町複合施設　ＦＡＸ料金の支出について（令和２年９月請求分）
550

福祉局 保険年金課 令和02年10月05日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（７月分）
1,191,729

福祉局 保険年金課 令和02年10月05日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（６月分）
1,171,242

福祉局 保険年金課 令和02年10月05日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（５月分）
1,146,274

福祉局 保険年金課 令和02年10月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 北区菅原町複合施設　ＦＡＸ料金の支出について（令和２年９月請求分）
550

福祉局 保険年金課 令和02年10月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（６月分）
1,049,253

福祉局 保険年金課 令和02年10月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（７月分）
1,049,253

福祉局 保険年金課 令和02年10月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（５月分）
1,049,253

福祉局 保険年金課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　負担金 令和２年度　大阪府後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金（定率負担金）の支出について（１０月納入分）
2,370,703,000

福祉局 保険年金課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 国保だより（短期証送付対応用追加分）　印刷にかかる所要経費の支出について
76,076

福祉局 保険年金課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 大阪市国民健康保険診療報酬明細書点検室における光熱水費の支出について（令和２年８月分）
10,800

福祉局 保険年金課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 外国人向けパンフレット「大阪市国民健康保険のご案内」の翻訳業務委託にかかる経費の支出について
15,400

福祉局 保険年金課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場センタービル区分所有者会管理費及び修繕積立金の支出について(令和２年10月分)
306,650

福祉局 保険年金課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　手数料 国保徴収事務用　「マルチペイメントネットワークを利用した口座振替受付サービスの取扱いに関する覚書」に基づく初期登録料の支出について
440,000

福祉局 保険年金課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　筆耕翻訳料 外国人向けパンフレット「大阪市国民健康保険のご案内」の翻訳業務委託にかかる経費の支出について
81,400

福祉局 保険年金課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　傷病手当金負担金 国保給付事業用傷病手当金負担金に係る支出（９月１５日受付分）について
20,960

福祉局 保険年金課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 令和２年度国民健康保険事業用１日人間ドック委託料の支出について（７、８月分・第２回）
11,224,233

福祉局 保険年金課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 令和２年度　国民健康保険事業用「健康づくり支援事業」委託料の支出について　（８月分）
109,040

福祉局 保険年金課 令和02年10月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 令和２年度国民健康保険被保険者証（オンライン用）ほか５点の印刷にかかる所要経費の支出について（２回目）
569,250

福祉局 保険年金課 令和02年10月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 令和２年度国民健康保険短期有効期限被保険者証（バッチ用追加分）印刷にかかる所要経費の支出について
794,200

福祉局 保険年金課 令和02年10月12日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年９月分　後期高齢者医療保険料年金保険者還付金（歳出・過年度）の支出について
93,571

福祉局 保険年金課 令和02年10月12日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（１０月１２日支払分）【後期高齢者滞繰保険料・歳出還付金】
862,939

福祉局 保険年金課 令和02年10月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 国保所得申告書送付状ほか２点の印刷にかかる経費の支出について
1,014,488
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福祉局 保険年金課 令和02年10月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 国保所得申告書送付状ほか２点の印刷にかかる経費の支出について
37,364

福祉局 保険年金課 令和02年10月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　印刷製本費 国保所得申告書送付状ほか２点の印刷にかかる経費の支出について
119,192

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 令和２年度保険年金課共通帳票（国保Ａ４カット紙　ほか３点　印刷）の作成にかかる所要経費の支出について（９月納品分）
5,569

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 令和２年度保険年金課共通帳票（国保Ａ４カット紙　ほか３点　印刷）の作成にかかる所要経費の支出について（９月納品分）
7,222

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 老人医療（一部負担金相当額等一部助成）医療証更新用同封ビラほか２点の印刷について
101,203

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる同所要経費の支出について（償還事務センター支給決定通知書等　令和２年度８月分）
22,382

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 令和２年度保険年金課共通帳票（国保Ａ４カット紙　ほか３点　印刷）の作成にかかる所要経費の支出について（９月納品分）
8,565

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　印刷製本費 老人医療（一部負担金相当額等一部助成）医療証更新用同封ビラほか２点の印刷について
30,056

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 令和２年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる同所要経費の支出について（償還事務センター支給決定通知書等　令和２年度８月分）
8,626

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　光熱水費 北区菅原町複合施設　電気料金の支出について（令和２年９月請求分）
203,638

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 令和２年度保険年金課共通帳票（国保Ａ４カット紙　ほか３点　印刷）の作成にかかる所要経費の支出について（９月納品分）
8,677

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる同所要経費の支出について（償還事務センター支給決定通知書等　令和２年度８月分）
9,811

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 令和２年度保険年金課共通帳票（国保Ａ４カット紙　ほか３点　印刷）の作成にかかる所要経費の支出について（９月納品分）
5,348

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 令和２年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる同所要経費の支出について（償還事務センター支給決定通知書等　令和２年度８月分）
1,414

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 令和２年度保険年金課共通帳票（国保Ａ４カット紙　ほか３点　印刷）の作成にかかる所要経費の支出について（９月納品分）
87,536

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 令和２年度保険年金課共通帳票（国保Ａ４カット紙　ほか３点　印刷）の作成にかかる所要経費の支出について（９月納品分）
11,811

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 令和２年度国民健康保険被保険者証送付用封筒の作成にかかる所要経費の支出について
163,614

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 令和２年度国民健康保険被保険者証送付用封筒の作成にかかる所要経費の支出について
1,431,991

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和２年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる同所要経費の支出について（令和２年８月分）
181,152

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 資格事務用　令和２年度　国民健康保険システムはがき加工処理業務にかかる所要経費の支出について（９月分）
180,568

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和２年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる同所要経費の支出について（７月分）
981,057

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和２年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる同所要経費の支出について（８月分）
131,634

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 資格事務用　令和２年度　国民健康保険システムはがき加工処理業務にかかる所要経費の支出について（９月分）
5,839

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 令和２年度保険年金課共通帳票（国保Ａ４カット紙　ほか３点　印刷）の作成にかかる所要経費の支出について（９月納品分）
465

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 令和２年度保険年金課共通帳票（国保Ａ４カット紙　ほか３点　印刷）の作成にかかる所要経費の支出について（９月納品分）
6,392

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　光熱水費 北区菅原町複合施設　電気料金の支出について（令和２年９月請求分）
124,353

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 令和２年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる同所要経費の支出について（７月分）
465,143

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 徴収事務用　令和２年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（８月分）
248,565

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保等システム業務統合端末等機器借入の実施にかかる所要経費の支出について（9月分）
23,760

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　傷病手当金負担金 国保給付事業用傷病手当金負担金に係る支出（９月１５日受付分）について
36,960

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 令和２年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる同所要経費の支出について（令和２年８月分）
102,132

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 令和２年度保険年金課共通帳票（国保Ａ４カット紙　ほか３点　印刷）の作成にかかる所要経費の支出について（９月納品分）
18,795

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 需用費　光熱水費 北区菅原町複合施設　電気料金の支出について（令和２年９月請求分）
41,451

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保等システム業務統合端末等機器借入の実施にかかる所要経費の支出について（9月分）
7,920

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 北区菅原町複合施設　電気料金の支出について（令和２年９月請求分）
41,451

福祉局 保険年金課 令和02年10月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国保等システム業務統合端末等機器借入の実施にかかる所要経費の支出について（9月分）
7,920

福祉局 保険年金課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　建物修繕料 大阪市医療助成費等償還事務センター空調機修繕経費の支出について
8,444

福祉局 保険年金課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　建物修繕料 大阪市医療助成費等償還事務センター空調機修繕経費の支出について
27,880

福祉局 保険年金課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター電話利用料にかかる経費の支出について（９月請求分）
26,157

福祉局 保険年金課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター電話利用料にかかる経費の支出について（９月請求分）
7,923

福祉局 保険年金課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　建物修繕料 大阪市医療助成費等償還事務センター空調機修繕経費の支出について
27,870

福祉局 保険年金課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター電話利用料にかかる経費の支出について（９月請求分）
26,148

福祉局 保険年金課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 国民健康保険・介護保険・総合福祉システム構築用　医療機関情報マスターデータ作成業務委託契約における経費の支出について
11,000

福祉局 保険年金課 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　建物修繕料 大阪市医療助成費等償還事務センター空調機修繕経費の支出について
26,987

福祉局 保険年金課 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター電話利用料にかかる経費の支出について（９月請求分）
25,320

福祉局 保険年金課 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　建物修繕料 大阪市医療助成費等償還事務センター空調機修繕経費の支出について
1,719

福祉局 保険年金課 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター電話利用料にかかる経費の支出について（９月請求分）
1,612
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福祉局 保険年金課 令和02年10月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険・介護保険・総合福祉システム構築用　医療機関情報マスターデータ作成業務委託契約における経費の支出について
11,000

福祉局 保険年金課 令和02年10月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保診療報酬明細書点検にかかる委託料の支出について（９月点検分）
3,735,963

福祉局 保険年金課 令和02年10月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国庫支出金申請等業務ソフトウェア保守業務にかかる経費の支出について（上半期分）
110,000

福祉局 保険年金課 令和02年10月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険保険者事務共同電算処理事業手数料の支出について（９月分）
14,747,410

福祉局 保険年金課 令和02年10月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　其他委員等旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費（８月分）の支出について
8,990

福祉局 保険年金課 令和02年10月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費（８月分）の支出について
8,447

福祉局 保険年金課 令和02年10月15日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費（８月分）の支出について
540

福祉局 保険年金課 令和02年10月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険・介護保険・総合福祉システム構築用　医療機関情報マスターデータ作成業務委託契約における経費の支出について
11,000

福祉局 保険年金課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険関係法規集　追録652-654号ほか4件 買入にかかる経費の支出について
349,050

福祉局 保険年金課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 重度障がい者医療費助成事業にかかる障がい者医療証送付用窓あき封筒（点字つき）の買入経費の支出について
563,860

福祉局 保険年金課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 老人医療（一部負担金相当額等一部助成）医療証（オンライン）ほか３点の印刷経費の支出について（障がい者医療証（オンライン・バッチ）分）
517,770

福祉局 保険年金課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（連合会後期分：１０月審査概算払分）
232,286,581

福祉局 保険年金課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（連合会国保分：１０月審査概算払分）
222,302,347

福祉局 保険年金課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術料の支出について(連合会後期分：１０月決定分)
2,580,546

福祉局 保険年金課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術料の支出について(連合会国保分：１０月決定分)
7,072,687

福祉局 保険年金課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術療養費の支出について（後期分：１０月決定分）
467,227

福祉局 保険年金課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術療養費の支出について（国保分：１０月決定分）
385,360

福祉局 保険年金課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（後期分：９月審査概算払分）
29,909,126

福祉局 保険年金課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（国保分：９月審査概算払分）
23,022,464

福祉局 保険年金課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険関係法規集　追録652-654号ほか4件 買入にかかる経費の支出について
449,171

福祉局 保険年金課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保徴収事務用　国保還付通知書　印刷の実施にかかる所要経費の支出について
144,144

福祉局 保険年金課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（外来年間合算）の支給に係る支出について（９月分）
6,207,648

福祉局 保険年金課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（９月分）
157,693,248

福祉局 保険年金課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　傷病手当金負担金 国保給付事業用傷病手当金負担金に係る支出（９月２４日受付分）について
52,171

福祉局 保険年金課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 令和２年度後期高齢者医療制度システム出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）の経費の支出について（９月分）
195,924

福祉局 保険年金課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 令和２年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（９月分）
29,432

福祉局 保険年金課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 令和２年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（９月分）
49,672

福祉局 保険年金課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 令和２年度後期高齢者医療制度システム出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）の経費の支出について（９月分）
107,346

福祉局 保険年金課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民年金質疑応答逐条改正経過集覧　追録238-245号買入及び経費の支出について
26,664

福祉局 保険年金課 令和02年10月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　傷病手当金負担金 国保給付事業用傷病手当金負担金に係る支出（９月２８日受付分）について
30,600

福祉局 保険年金課 令和02年10月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　傷病手当金負担金 国保給付事業用傷病手当金負担金に係る支出（９月２８日受付分）について
30,000

福祉局 保険年金課 令和02年10月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　傷病手当金負担金 国保給付事業用傷病手当金負担金に係る支出（９月２３日受付分）について
145,593

福祉局 保険年金課 令和02年10月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　傷病手当金負担金 国保給付事業用傷病手当金負担金に係る支出（９月２５日受付分）について
143,858

福祉局 保険年金課 令和02年10月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　傷病手当金負担金 国保給付事業用傷病手当金負担金に係る支出（９月２８日受付分）について
28,677

福祉局 保険年金課 令和02年10月19日
後期高齢者医療事業会
計

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

負担金、補助及交付金　負担金 令和２年度　大阪府後期高齢者医療広域連合市町村負担金の支出について（令和２年９月普通徴収分保険料等収納額相当額）
1,264,356,143

福祉局 保険年金課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（連合会後期分：９月審査分）
3,675,622

福祉局 保険年金課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（連合会後期分：９月審査分）
48,840

福祉局 保険年金課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（連合会国保分：９月審査分）
2,415,352

福祉局 保険年金課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（連合会国保分：９月審査分）
63,937

福祉局 保険年金課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術料にかかる審査支払事務委託料の支出について（連合会後期分：９月審査分）
226,967

福祉局 保険年金課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術料にかかる審査支払事務委託料の支出について（連合会国保分：９月審査分）
136,383

福祉局 保険年金課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する清掃業委託の支出について（９月分）
4,676

福祉局 保険年金課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する清掃業委託の支出について（９月分）
1,416

福祉局 保険年金課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術療養費審査支払事務委託料の支出について（後期分：９月審査分）
53,911

福祉局 保険年金課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（後期分：９月審査分）
1,055,175

福祉局 保険年金課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（国保分：９月審査分）
579,315

福祉局 保険年金課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用柔整療養費審査支払事務委託料の支出について（国保分：９月審査分）
15,345
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福祉局 保険年金課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用柔整療養費審査支払事務委託料の支出について（後期分：９月審査分）
16,747

福祉局 保険年金課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する清掃業委託の支出について（９月分）
4,676

福祉局 保険年金課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術療養費審査支払事務委託料の支出について（国保分：９月審査分）
16,393

福祉局 保険年金課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　光熱水費 北区菅原町複合施設　上下水道使用料の支出について（令和２年１０月請求分）
5,334

福祉局 保険年金課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する清掃業委託の支出について（９月分）
4,527

福祉局 保険年金課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する清掃業委託の支出について（９月分）
288

福祉局 保険年金課 令和02年10月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　光熱水費 北区菅原町複合施設　上下水道使用料の支出について（令和２年１０月請求分）
1,629

福祉局 保険年金課 令和02年10月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 需用費　光熱水費 北区菅原町複合施設　上下水道使用料の支出について（令和２年１０月請求分）
543

福祉局 保険年金課 令和02年10月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 北区菅原町複合施設　上下水道使用料の支出について（令和２年１０月請求分）
543

福祉局 保険年金課 令和02年10月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険料滞納整理事務用業務システム端末生体認証装置ほか１点買入に係る所要経費の支出について
239,382

福祉局 保険年金課 令和02年10月21日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 令和２年度特定健康診査受診勧奨及び特定保健指導利用勧奨コールセンター業務委託経費の支出について（９月分）
840,125

福祉局 保険年金課 令和02年10月21日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険料滞納整理事務用業務システム端末生体認証装置ほか１点買入に係る所要経費の支出について
79,794

福祉局 保険年金課 令和02年10月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険料滞納整理事務用業務システム端末生体認証装置ほか１点買入に係る所要経費の支出について
79,794

福祉局 保険年金課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用柔道整復師施術料の支出について(連合会国保分：１０月決定分)
1,228,785

福祉局 保険年金課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用柔道整復師施術料の支出について(連合会後期分：１０月決定分)
121,814

福祉局 保険年金課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用柔道整復術療養費の支出について（後期分：１０月決定分）
30,951

福祉局 保険年金課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用柔道整復術療養費の支出について（国保分：１０月決定分）
230,731

福祉局 保険年金課 令和02年10月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　傷病手当金負担金 国保給付事業用傷病手当金負担金に係る支出について（10月14日払口座振替不能分）
36,960

福祉局 保険年金課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 令和2年度　医療助成事業用　重度障がい者医療証交付申請書・異動届・資格喪失届ほか５点の作成経費の支出について
28,413

福祉局 保険年金課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 令和2年度　医療助成事業用　重度障がい者医療証交付申請書・異動届・資格喪失届ほか５点の作成経費の支出について
61,390

福祉局 保険年金課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター情報ネットワーク利用料にかかる経費の支出について（９月分）
445

福祉局 保険年金課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター情報ネットワーク利用料にかかる経費の支出について（９月分）
1,469

福祉局 保険年金課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　業務統合端末等機器（国民健康保険等システム：医療助成費等償還事務）長期借入の支出について（９月分）
39,298

福祉局 保険年金課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　重度障がい者医療助成費（自動償還）にかかる支出について（１０月２３日払い分）
4,202,513

福祉局 保険年金課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター情報ネットワーク利用料にかかる経費の支出について（９月分）
1,469

福祉局 保険年金課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　業務統合端末等機器（国民健康保険等システム：医療助成費等償還事務）長期借入の支出について（９月分）
39,297

福祉局 保険年金課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　一部負担金助成費（自動償還）にかかる支出について（１０月２３日払い分）
852,785

福祉局 保険年金課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　業務統合端末等機器（国民健康保険等システム：医療助成費等償還事務）長期借入の支出について（９月分）
78,595

福祉局 保険年金課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 令和2年度　医療助成事業用　重度障がい者医療証交付申請書・異動届・資格喪失届ほか５点の作成経費の支出について
81,048

福祉局 保険年金課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　印刷製本費 令和2年度　医療助成事業用　重度障がい者医療証交付申請書・異動届・資格喪失届ほか５点の作成経費の支出について
112,218

福祉局 保険年金課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター情報ネットワーク利用料にかかる経費の支出について（９月分）
1,422

福祉局 保険年金課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 令和2年度　医療助成事業用　重度障がい者医療証交付申請書・異動届・資格喪失届ほか５点の作成経費の支出について
25,462

福祉局 保険年金課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　印刷製本費 令和2年度　医療助成事業用　重度障がい者医療証交付申請書・異動届・資格喪失届ほか５点の作成経費の支出について
37,225

福祉局 保険年金課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター情報ネットワーク利用料にかかる経費の支出について（９月分）
90

福祉局 保険年金課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用療養費支給申請書内容点検業務及び国民健康保険給付事業用返信用封筒に係る郵便後納料金の支出について（９月分）
65,251

福祉局 保険年金課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事務用　資格関係はがき等郵便料の支出について（令和２年９月分）
232,095

福祉局 保険年金課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用療養費支給申請書内容点検業務及び国民健康保険給付事業用返信用封筒に係る郵便後納料金の支出について（９月分）
10,237

福祉局 保険年金課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険療養費支給申請書内容点検業務に係る委託料の支出について（令和２年９月分）
580,879

福祉局 保険年金課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事務用　市内出張交通費（９月分）の支出について
7,368

福祉局 保険年金課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用医療費通知送付用郵便後納料金の支出について（令和２年９月発送分）
16,330,653

福祉局 保険年金課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 令和２年度国民健康保険事業用１日人間ドック委託料の支出について（８、９月分・第１回）
3,975,726

福祉局 保険年金課 令和02年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（１０月２３日支払分）【後期高齢者滞繰保険料・歳出還付金】
1,061,279

福祉局 保険年金課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センター光熱水費（９月分）にかかる経費の支出について
17,482

福祉局 保険年金課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センター光熱水費（９月分）にかかる経費の支出について
5,295

福祉局 保険年金課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センター光熱水費（９月分）にかかる経費の支出について
17,476

福祉局 保険年金課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 令和２年度　窓あき共通封筒ほか１３点の買入にかかる経費の支出について（国保資格事務用・国保賦課事務用・国保給付事務用・医療助成事業事務用）（９月２９日納品分）
650,111

福祉局 保険年金課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センター光熱水費（９月分）にかかる経費の支出について
16,922
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福祉局 保険年金課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センター光熱水費（９月分）にかかる経費の支出について
1,078

福祉局 保険年金課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 令和２年度国保給付事務用市内出張交通費（令和２年９月分）の支出について
14,522

福祉局 保険年金課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和２年度国民健康保険法律相談業務所要経費の支出について（令和２年７月～９月分）
165,000

福祉局 保険年金課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器一式の長期借入の実施及び同所要経費の支出について（９月分）
15,015

福祉局 保険年金課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 令和２年度　窓あき共通封筒ほか１３点の買入にかかる経費の支出について（国保資格事務用・国保賦課事務用・国保給付事務用・医療助成事業事務用）（９月２９日納品分）
415,030

福祉局 保険年金課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用（収納グループ）料金後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
109,270

福祉局 保険年金課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 北区菅原町複合施設　電話料金の支出について（令和２年１０月請求分）
8,527

福祉局 保険年金課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　令和2年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（9月分）
1,620,007

福祉局 保険年金課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 令和2年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）（９月分）
68,734

福祉局 保険年金課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 令和２年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（９月分）
270,105

福祉局 保険年金課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　令和2年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（9月分）
500,209

福祉局 保険年金課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 令和２年度大阪市国民健康保険特定健康診査受診結果通知表等作成業務に係る手数料の支出について（単価契約）（９月分）
144,684

福祉局 保険年金課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料
令和２年度大阪市国民健康保険特定健診等共同処理事業に係る特別処理業務（特定健診等データ管理システムの追加機器等に係る保守管理等）費用の支出について（９月
分） 201,608

福祉局 保険年金課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 令和２年９月審査分特定健康診査等委託料の支出について
48,865,755

福祉局 保険年金課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 令和２年９月審査分特定健康診査等費用手数料の支出について
1,230,388

福祉局 保険年金課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 令和２年９月審査分特定健康診査等委託料（代行分）の支出について
69,553

福祉局 保険年金課 令和02年10月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 北区菅原町複合施設　電話料金の支出について（令和２年１０月請求分）
4,661

福祉局 保険年金課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 北区菅原町複合施設　電話料金の支出について（令和２年１０月請求分）
4,661

福祉局 保険年金課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度近畿都市国民健康保険者協議会会費の支出について
3,000

福祉局 保険年金課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 令和２年度　国民健康保険料決定通知書封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（10月分）
84,036

福祉局 保険年金課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 大阪市国民健康保険料・後期高齢者医療保険料マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスの実施にかかる所要経費の支出について（９月分）
101,044

福祉局 保険年金課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　傷病手当金負担金 国保給付事業用傷病手当金負担金に係る支出（１０月５日受付分）について
38,997

福祉局 保険年金課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 特定健診用受診券及び結果通知表郵送料（９月分）の支出について
937,694

福祉局 保険年金課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 役務費　通信運搬費 糖尿病性腎症重症化予防事業用アンケート返信郵送料（９月分）の支出について
9,207

福祉局 保険年金課 令和02年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 大阪市国民健康保険料・後期高齢者医療保険料マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスの実施にかかる所要経費の支出について（９月分）
17,613

福祉局 保険年金課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　其他委員等旅費 保険年金課　市内出張交通費の支出について（９月分）
2,700

福祉局 保険年金課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 保険年金課　市内出張交通費の支出について（９月分）
486

福祉局 保険年金課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 令和２年度　医療助成事務用市内出張交通費の支払について（９月分）
180

福祉局 保険年金課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 令和２年度　医療助成事務用市内出張交通費の支払について（９月分）
4,062

福祉局 保険年金課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（９月請求分）
5,351

福祉局 保険年金課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（９月請求分）
17,665

福祉局 保険年金課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター後納郵便料にかかる経費の支出について（医療助成・９月請求分）
151,881

福祉局 保険年金課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（９月請求分）
17,660

福祉局 保険年金課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター後納郵便料にかかる経費の支出について（医療助成・９月請求分）
151,881

福祉局 保険年金課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（９月請求分）
17,100

福祉局 保険年金課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター後納郵便料にかかる経費の支出について（医療助成・９月請求分）
147,095

福祉局 保険年金課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（９月請求分）
1,089

福祉局 保険年金課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター後納郵便料にかかる経費の支出について（医療助成・９月請求分）
9,389

福祉局 保険年金課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金課　市内出張交通費の支出について（９月分）
4,623

福祉局 保険年金課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保徴収事務用　トナーカートリッジ・ドラムユニットの買入及び同所要経費の支出について
33,638

福祉局 保険年金課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 令和２年度国民健康保険医療費通知等封入封緘等業務委託（概算契約）経費の支出について（９月分）
2,357,803

福祉局 保険年金課 令和02年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金課　市内出張交通費の支出について（９月分）
320

福祉局 保険年金課 令和02年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度　後期高齢者医療保険料年金保険者還付金（歳出・過年度）の支出について【公立学校共済組合】
33,000

福祉局 保険年金課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 令和２年度　国民健康保険・国民年金システム　パンチデータ作成業務の実施及び同所要経費の支出について（年金９月分）
40,058

福祉局 保険年金課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 令和２年度新型コロナウイルス感染症対応に係る応援用市内出張交通費（令和２年８月分）の支出について
1,334

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（基金：９月審査分）
1,114,623

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 医療助成事業用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書データ作成業務委託経費の支出について（９月提供・１０月請求分）
3,055
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福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する労働者派遣業務（概算契約）の支出について（９月分）
4,008,214

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する労働者派遣業務（概算契約）の支出について（９月分）
1,214,084

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業　重度障がい医療助成費にかかる支出について（8月5日、9月2日払い分）（口座振替不能分）
47,676

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（基金：９月診療１０月審査概算払分）
132,826,882

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業　重度障がい医療助成費（自動償還）にかかる支出について（8月25日、9月25日支払い分）（口座振替不能分）
15,244

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 北区菅原町複合施設　機械警備業務委託にかかる所要経費の支出について（令和２年９月分）
35,437

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（基金：９月審査１０月支払分：基金）
86,733

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する労働者派遣業務（概算契約）の支出について（９月分）
4,006,878

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 北区菅原町複合施設　修繕積立金の支出について（令和２年１０月分）
886,133

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 北区菅原町複合施設　管理費等の支出について（令和２年１０月分）
593,211

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（９月審査１０月概算払分：基金）
4,140,585

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 北区菅原町複合施設　機械警備業務委託にかかる所要経費の支出について（令和２年９月分）
6,797

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 負担金、補助及交付金　分担金 北区菅原町複合施設　修繕積立金の支出について（令和２年１０月分）
169,978

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 負担金、補助及交付金　分担金 北区菅原町複合施設　管理費等の支出について（令和２年１０月分）
113,790

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する労働者派遣業務（概算契約）の支出について（９月分）
3,879,993

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する労働者派遣業務（概算契約）の支出について（９月分）
247,091

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度国保連合会分担金(負担金後期分)の納入について
20,108,432

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機長期借入にかかるコピー代金の支出について（令和２年９月分）
15,085

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料（受取人払）の支出について（令和２年９月分）
390,702

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料（差出人払）の支出について（令和２年９月分）
164,614

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 北区菅原町複合施設　機械警備業務委託にかかる所要経費の支出について（令和２年９月分）
2,710

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 北区菅原町複合施設　昇降機保守点検業務にかかる所要経費の支出について（上半期分）
245,520

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 北区菅原町複合施設　管理費等の支出について（令和２年１０月分）
45,359

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 北区菅原町複合施設　修繕積立金の支出について（令和２年１０月分）
67,757

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 事業費納付金 事業費納付金 事業費納付金 負担金、補助及交付金　負担金 令和２年度　事業費納付金の支出について（１０月期分：介護納付金分）
757,715,000

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 事業費納付金 事業費納付金 事業費納付金 負担金、補助及交付金　負担金 令和２年度　事業費納付金の支出について（１０月期分：後期高齢者支援金分　一般）
1,770,115,000

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 事業費納付金 事業費納付金 事業費納付金 負担金、補助及交付金　負担金 令和２年度　事業費納付金の支出について（１０月期分：医療給付分　一般）
7,051,005,000

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 報償費　報償金 令和２年度糖尿病性腎症重症化予防事業に係る評価検討会議の報償金及び交通費の支出について（令和２年９月30日開催分）
50,700

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機長期借入にかかるコピー代金の支出について（令和２年９月分）
5,029

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料（差出人払）の支出について（令和２年９月分）
10,760

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料（受取人払）の支出について（令和２年９月分）
14,052

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 北区菅原町複合施設　昇降機保守点検業務にかかる所要経費の支出について（上半期分）
81,840

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 北区菅原町複合施設　機械警備業務委託にかかる所要経費の支出について（令和２年９月分）
903

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 北区菅原町複合施設　管理費等の支出について（令和２年１０月分）
15,120

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 北区菅原町複合施設　修繕積立金の支出について（令和２年１０月分）
22,586

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機長期借入にかかるコピー代金の支出について（令和２年９月分）
5,029

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料（差出人払）の支出について（令和２年９月分）
132,590

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料（受取人払）の支出について（令和２年９月分）
237,924

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 北区菅原町複合施設　機械警備業務委託にかかる所要経費の支出について（令和２年９月分）
903

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 北区菅原町複合施設　昇降機保守点検業務にかかる所要経費の支出について（上半期分）
81,840

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 北区菅原町複合施設　修繕積立金の支出について（令和２年１０月分）
22,586

福祉局 保険年金課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 北区菅原町複合施設　管理費等の支出について（令和２年１０月分）
15,120

福祉局 自立支援課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払９月分）の支出について
63,742

福祉局 自立支援課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払９月分）の支出について
293,940

福祉局 自立支援課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払９月分）の支出について
257,300

福祉局 自立支援課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払９月分）の支出について
2,045,861

福祉局 自立支援課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 緊急入院保護業務センター事務用庁内情報ネットワーク回線等利用料について（８月分）
4,895
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福祉局 自立支援課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度 生活困窮者自立支援事業における無料職業紹介責任者講習受講にかかる会費の支出について（北区、外６区分）
65,450

福祉局 自立支援課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度 生活困窮者自立支援事業における無料職業紹介責任者講習受講にかかる会費の支出について（東淀川区、外２区分）
28,050

福祉局 自立支援課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度あいりん地域における医療施設整備事業にかかる補助金の支出について（工事関連費完成）
821,141,760

福祉局 自立支援課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 扶助費　措置扶助金 令和２年度生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金）にかかる扶助費の支出について（令和２年１０月、民間住宅臨時払い分）
26,021,920

福祉局 自立支援課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 使用料及賃借料　使用料 緊急入院保護業務センター用複写電送装置（ファクシミリ）　長期借入にかかる支出について（令和２年９月分）
4,345

福祉局 自立支援課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代の支出について（業務センター調査室９月分）
14,601

福祉局 自立支援課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
206,744

福祉局 自立支援課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
25,204

福祉局 自立支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
34,482

福祉局 自立支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 大阪市立西成市民館管理運営業務の実施並びに同所要経費の支出について（令和２年度）第３四半期
4,228,000

福祉局 自立支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 使用料及賃借料　使用料 新あいりんシェルター一式借入契約の締結にかかる使用料の支出について（令和２年９月分）
2,596,320

福祉局 自立支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
54,941

福祉局 自立支援課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
242,093

福祉局 自立支援課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
23,936

福祉局 自立支援課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 使用料及賃借料　使用料 自立支援事業用　自立支援センター舞洲（福祉局）施設物品一式借入（再リース）の支出について（令和２年９月分）
957,000

福祉局 自立支援課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 ホームレス自立支援グループ及び生活困窮者自立支援グループ事業用市内出張交通費（９月分）の支出について
24,287

福祉局 自立支援課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 令和２年度生活困窮者自立支援事業（法律相談）にかかる業務委託契約経費の支出について（第２四半期分）
1,222,224

福祉局 自立支援課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代の支出について（業務センター９月分）
21,359

福祉局 自立支援課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（緊急入院保護グループ）９月分の支出について
8,680

福祉局 自立支援課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（９月分）の支出について
49,825

福祉局 自立支援課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 扶助費　措置扶助金 令和２年度生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金）にかかる扶助費の支出について（令和２年１０月、個人臨時払い分）
792,400

福祉局 自立支援課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 扶助費　措置扶助金 令和２年度生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金）にかかる扶助費の支出について（令和２年10月、府公社分）
28,400

福祉局 自立支援課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 扶助費　措置扶助金 令和２年度生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金）にかかる扶助費の支出について（令和２年10月、市営住宅分）
4,628,700

福祉局 自立支援課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 扶助費　措置扶助金 令和２年度生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金）にかかる扶助費の支出について（令和２年10月、府営住宅分）
29,100

福祉局 自立支援課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護業務用市内出張交通費の支出について（９月分）
10,212

福祉局 自立支援課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（９月分）の支出について
64,962

福祉局 自立支援課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（緊急入院保護グループ）９月分の支出について
1,980

福祉局 自立支援課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（扶助費）令和２年１１月分の支出について
4,460,350

福祉局 自立支援課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費（扶助費）令和２年１１月分の支出について
1,400,000

福祉局 自立支援課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（扶助費）令和２年１１月分の支出について
30,000

福祉局 自立支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 ホームレス自立支援グループ及び生活困窮者自立支援グループ事業用市内出張交通費（９月分）の支出について
4,990

福祉局 自立支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 扶助費　措置扶助金 令和２年度生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金）にかかる扶助費の支出について（令和２年１０月、民間住宅通常払い分）
150,462,670

福祉局 自立支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 生活保護業務用市内出張交通費の支出について（９月分）
52,976

福祉局 自立支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（９月分）の支出について（受取人払分）
31,700

福祉局 自立支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（９月分）の支出について（差出分）
115,434

福祉局 自立支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 緊急入院保護業務センター事務用庁内情報ネットワーク回線等利用料について（９月分）
4,895

福祉局 福祉システム課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉システム課事務用　テプラテープほか８点の買入に係る支出について
40,579

福祉局 福祉システム課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 PC-Talker10　ほか１点の買入に係る支出について（総合福祉システム用・福祉システム課事務用）
32,780

福祉局 福祉システム課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 PC-Talker10　ほか１点の買入に係る支出について（総合福祉システム用・福祉システム課事務用）
12,100

福祉局 福祉システム課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末等機器（国民健康保険等システム：医療助成費等償還事務）長期借入に係る経費の支出について（令和２年９月分：第２９回中間払い）
47,307

福祉局 福祉システム課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末等機器（国民健康保険等システム：医療助成費等償還事務）長期借入に係る経費の支出について（令和２年９月分：第２９回中間払い）
7,123

福祉局 福祉システム課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末等機器（国民健康保険等システム：医療助成費等償還事務）長期借入に係る経費の支出について（令和２年９月分：第２９回中間払い）
47,307

福祉局 福祉システム課 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末等機器（国民健康保険等システム：医療助成費等償還事務）長期借入に係る経費の支出について（令和２年９月分：第２９回中間払い）
94,613

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 「庁内情報利用パソコン　メモリ増設」に係る経費の支出について
14,080

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 「ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（福祉局）一式　長期借入」契約に係る支出について（令和２年度９月分）
35,530

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 「平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（福祉局）一式長期借入」契約に係る支出について（令和２年度９月分）
187,667

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 「庁内情報利用プリンタ等機器　長期借入」契約に係る支出について（令和２年度９月分）
12,595
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福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 「平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（福祉局）一式（２）長期借入」契約に係る支出について（令和２年度９月分）
341,060

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 「平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（福祉局）一式長期借入」契約に係る支出について（令和２年度９月分）
1,137,365

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 「令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局）一式　長期借入」契約に係る支出について（令和２年度９月分）
363,210

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 「庁内情報利用パソコン機器（平成31年３月導入）長期借入」契約に係る支出について（令和２年度９月分）
75,570

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 「平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（福祉局）一式　長期借入（再リース）」契約に係る支出について（令和２年度９月分）
71,390

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 「視覚障がい者用パソコン等機器　長期借入」契約に係る支出について（令和２年度９月分）
65,780

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 「平成29年庁内情報利用パソコン等機器（福祉局）一式長期借入」契約に係る支出について（令和２年度９月分）
641,358

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市国民健康保険等システム及び介護保険システムにおける機種更新対応業務委託料の支出について
6,134,876

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係る経費の支出について
322,749

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険等システム改修業務（被保険者証番号の個人単位化対応(2020年度対応分)ほか10件）の経費の支出について（第６回中間払い）
16,902,023

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市国民健康保険等システム及び介護保険システムにおける機種更新対応業務委託料の支出について
3,067,438

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険等システム改修業務（被保険者証番号の個人単位化対応(2020年度対応分)ほか10件）の経費の支出について（第７回中間払い）
5,417,137

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係る経費の支出について
161,374

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 「業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（福祉局）一式　長期借入（再リース）」に係る支出について（令和２年度９月分）
6,160

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険等システム改修業務（被保険者証番号の個人単位化対応(2020年度対応分)ほか10件）の経費の支出について（第６回中間払い）
16,902,022

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険等システム改修業務（被保険者証番号の個人単位化対応(2020年度対応分)ほか10件）の経費の支出について（第７回中間払い）
5,417,137

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市国民健康保険等システム及び介護保険システムにおける機種更新対応業務委託料の支出について
3,067,438

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市国民健康保険等システム及び介護保険システムにおける機種更新対応業務委託料の支出について
3,067,438

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係る経費の支出について
161,374

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係る経費の支出について
170,530

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 「業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（福祉局）一式　長期借入（再リース）」に係る支出について（令和２年度９月分）
2,640

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 使用料及賃借料　使用料 「業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（福祉局）一式　長期借入（再リース）」に係る支出について（令和２年度９月分）
1,320

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 「業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（福祉局）一式　長期借入（再リース）」に係る支出について（令和２年度９月分）
330

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 「業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（福祉局）一式　長期借入（再リース）」に係る支出について（令和２年度９月分）
660

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係る経費の支出について
322,749

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市国民健康保険等システム及び介護保険システムにおける機種更新対応業務委託料の支出について
3,067,438

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険等システム改修業務（被保険者証番号の個人単位化対応(2020年度対応分)ほか10件）の経費の支出について（第７回中間払い）
5,417,137

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険等システム改修業務（被保険者証番号の個人単位化対応(2020年度対応分)ほか10件）の経費の支出について（第７回中間払い）
5,417,137

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市国民健康保険等システム及び介護保険システムにおける機種更新対応業務委託料の支出について
3,067,438

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市国民健康保険等システム及び介護保険システムにおける機種更新対応業務委託料の支出について
30,674,380

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 「業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（福祉局）一式　長期借入（再リース）」に係る支出について（令和２年度９月分）
2,915

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係る経費の支出について
1,613,752

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険等システム改修業務（被保険者証番号の個人単位化対応(2020年度対応分)ほか10件）の経費の支出について（第５回中間払い）
23,354,804

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市国民健康保険等システム及び介護保険システムにおける機種更新対応業務委託料の支出について
9,202,314

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係る経費の支出について
322,749

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市国民健康保険等システム及び介護保険システムにおける機種更新対応業務委託料の支出について
27,062,970

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 「業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（福祉局）一式　長期借入（再リース）」に係る支出について（令和２年度９月分）
2,915

福祉局 福祉システム課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係る経費の支出について
1,664,367

福祉局 福祉システム課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　総合福祉システム端末等機器の借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
1,481,665

福祉局 福祉システム課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度　総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務（マイナンバー令和2年6月改版に係る対応ほか12件）に係る支出について（第４回中間払い）
10,377,670

福祉局 福祉システム課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 令和２年度　総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務（マイナンバー令和2年6月改版に係る対応ほか12件）に係る支出について（第４回中間払い）
3,280,404

福祉局 福祉システム課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　総合福祉システム端末等機器の借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
192,919

福祉局 福祉システム課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度　総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務（マイナンバー令和2年6月改版に係る対応ほか12件）に係る支出について（第４回中間払い）
53,958,096

福祉局 福祉システム課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　総合福祉システム端末等機器の借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
9,905,699

福祉局 福祉システム課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　総合福祉システム端末等機器の借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
1,169,212

福祉局 福祉システム課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 令和２年度　総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務（マイナンバー令和2年6月改版に係る対応ほか12件）に係る支出について（第４回中間払い）
3,089,212

福祉局 福祉システム課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　総合福祉システム端末等機器の借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
3,273,699
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福祉局 福祉システム課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 令和２年度　総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務（マイナンバー令和2年6月改版に係る対応ほか12件）に係る支出について（第４回中間払い）
16,258,737

福祉局 福祉システム課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度　総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務（マイナンバー令和2年6月改版に係る対応ほか12件）に係る支出について（第４回中間払い）
7,133,401

福祉局 福祉システム課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度　総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務（マイナンバー令和2年6月改版に係る対応ほか12件）に係る支出について（第４回中間払い）
7,133,401

福祉局 福祉システム課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 令和２年度　総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務（マイナンバー令和2年6月改版に係る対応ほか12件）に係る支出について（第４回中間払い）
14,266,802

福祉局 福祉システム課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 令和２年度　総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務（マイナンバー令和2年6月改版に係る対応ほか12件）に係る支出について（第４回中間払い）
22,982,586

福祉局 福祉システム課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　PDFソフト「SkyPDF Standard7」バージョンアップ版の買入に係る支出について
118,761

福祉局 福祉システム課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉システム課事務用市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
822

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 大阪市障がい者施策推進協議　障がい者計画策定・推進部会　第５回ワーキング会議　委員用委員等報酬及び費用弁償の支出について（９月４日開催）
181,500

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 大阪市障がい者施策推進協議　障がい者計画策定・推進部会　第５回ワーキング会議　委員用委員等報酬及び費用弁償の支出について（９月４日開催）
4,200

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度重度障がい者入浴サービス事業委託料の支出について（令和２年８月分）
17,648,200

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度特別障がい者手当等給付費の支出について（令和２年９月決議分）
2,355,320

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度特別障がい者手当等給付費の支出について（未支払等令和２年９月決議分）
246,150

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 障害者総合支援法事業者ハンドブック【指定基準編】２０２０年版外１点の買入経費の支出について（障がい福祉事業用）
120,956

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市住宅入居等支援事業にかかる委託料の支出について（精神障害者地域生活支援センターすいすい・９月分・１件）
50,926

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市住宅入居等支援事業にかかる委託料の支出について（旭区・８月分・２件）
101,852

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月15日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 給付費 負担金、補助及交付金　負担金 令和２年度心身障がい者扶養共済事業給付金（年金）の支出について（令和２年10月分）
28,280,000

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 障がい者福祉事業用　市内出張等交通費の支出について（８月分）
160

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者福祉事業用　市内出張等交通費の支出について（８月分）
16,383

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 令和２年度　毎日新聞・日本経済新聞の年間購読料の支出について（障がい者福祉事業用）（７月～９月分）
26,811

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 令和２年度　厚生福祉の年間購読料の支出について（障がい者福祉事業用）（７月～９月分）
13,530

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 令和２年度　産経新聞の年間購読料の支出について（障がい者福祉事業用）（７月～９月分）
12,111

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 令和２年度　読売新聞の年間購読料の支出について（障がい者福祉事業用）（７月～９月分）
13,200

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 「―障がいのある方へ―福祉のあらまし（令和２年度版）」の印刷経費の支出について（障がい者福祉事業用）
2,595,439

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立早川福祉会館管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
8,573,047

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市障がい者スポーツセンター管理運営業務代行料（令和２年度第３四半期分）の支出について
176,271,000

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度 大阪市点訳奉仕員養成事業に係る所要経費の支出について（第７回分）
68,240

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度 大阪市手話奉仕員養成等事業に係る所要経費の支出について（第７回分）
3,165,912

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度 大阪市更生訓練活動事業及び大阪市在宅中途失明者訪問指導事業に係る所要経費の支出について（第11回分）
5,625,966

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度 大阪市障がい者社会参加促進事業に係る所要経費の支出について（第７回分）
4,326,667

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度 大阪市聴覚言語障がい者コミュニケーション支援事業に係る所要経費の支出について（第11回分）
15,056,884

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度障がい者歯科診療センター業務に係る所要経費の支出について（第３回）
5,992,000

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市住宅入居等支援事業にかかる委託料の支出について（淀川区・９月分・１件）
50,926

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市住宅入居等支援事業にかかる委託料の支出について（西成区・９月分・１件）
50,926

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市住宅入居等支援事業にかかる委託料の支出について（城東区・９月分・１件）
50,926

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度 大阪市要約筆記者養成及び要約筆記者派遣事業に係る所要経費の支出について（第７回目）
1,230,905

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 令和2年度第5回障がい者差別解消の推進に係る事例検討会議（令和2年9月23日開催）に係る報償費の支出について
51,360

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度 大阪市要約筆記者派遣事業に係る所要経費の支出について（第１回）
318,307

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市重度障がい者等タクシー給付券実績確認等業務委託にかかる同所要経費の支出について（令和２年９月分）
451,000

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年度　大阪市聴覚言語障がい者コミュニケーション支援事業　タブレット端末レンタル経費等の支出について（９月分）
4,070

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年度　大阪市聴覚言語障がい者コミュニケーション支援事業　タブレット端末レンタル経費等の支出について（９月分）
1,978

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市ハートフルWeb事業業務委託の実施及び同所要経費の支出について（第3四半期分）
1,674,699

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（中央センター）業務委託経費の支出について（第3四半期）
8,000,000

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（各地域）業務委託の実施及び同所要経費の支出について（第3四半期分）
25,080,000

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 令和2年度点字図書館運営補助金の交付にかかる支出について（第3四半期）
18,100,000

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 令和2年度障がい者能力開発訓練施設運営補助金の交付による支出について（第3四半期)
14,600,000

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 令和２年度地域移行支援利用交通費給付事業にかかる交通費の支給について（ふらっとめいじ・令和２年９月分・２件分のうち１件目）
1,480

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 令和２年度地域移行支援利用交通費給付事業にかかる交通費の支給について（ふらっとめいじ・令和２年９月分・２件分のうち２件目）
1,960
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福祉局 障がい福祉課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 福祉目的住宅事務用　「令和２年度市営福祉目的住宅入居者募集用封筒　買入」中止にかかる所要経費の支出について
101,640

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度重度障がい者入浴サービス事業委託料の支出について（令和２年８月分・追加）
112,500

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立早川福祉会館点字図書室運営事業業務委託の実施及び同所要経費の支出について（第3四半期分）
12,066,000

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（総合医療センター９月分）
54,770

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 令和２年度特別児童扶養手当の障がい認定にかかる嘱託医報酬の支出について（令和２年８月～令和２年９月会議開催分）
152,260

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 令和２年度大阪市身体障がい者相談員事業にかかる報償金の支出について（上半期分）
34,200

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 第２・３回大阪市立障がい者就労支援施設等指定管理予定者選定会議にかかる報償費の支出について
33,720

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 令和２年度特別障がい者手当等の障がい認定にかかる嘱託医報酬の支出について（８～９月開催分）
181,500

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市障がい者基幹相談支援センター事業（長期継続）業務委託にかかる所要経費の支出について（第３四半期）
94,015,500

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市聴覚言語障がい者コミュニケーション支援事業に係る経費の支出について（登録手話通訳者派遣費用７～９月分）
2,788,350

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市住宅入居等支援事業にかかる委託料の支出について（旭区・９月分・１件）
50,926

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市障がい者相談支援調整事業（長期継続）業務委託にかかる所要経費の支出について（第３四半期）
4,882,778

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる扶助費（令和２年９月分実績）の支出について
60,690,440

福祉局 障がい福祉課 令和02年10月30日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 納付費 役務費　共済保険料 令和２年度心身障がい者扶養共済事業納付金の支出について（令和２年10月分）
3,833,400

福祉局 障がい支援課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい福祉サービス費の支出について（８月サービス・９月請求分）
9,400

福祉局 障がい支援課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度大学修学支援にかかる移動支援サービス費の支出について（８月サービス提供・９月請求分）
24,000

福祉局 障がい支援課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（令和２年８月提供分・りとる・すて～しょんかめれおん）
38,502

福祉局 障がい支援課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度　大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第２０１４号）
95,220

福祉局 障がい支援課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度大阪市日中一時支援事業にかかる支出について（令和２年９月請求分）
1,523,150

福祉局 障がい支援課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（たんぽぽ園・令和２年８月提供分）
89,499

福祉局 障がい支援課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分その１０）
2,880

福祉局 障がい支援課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分その１１）
6,180

福祉局 障がい支援課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度大阪市重症心身障がい者通所施設通所交通費（8月分）支払について
5,150

福祉局 障がい支援課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（令和２年８月提供分・トミオカ体操スクール）
43,204

福祉局 障がい支援課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（R2.8月サービス提供分）
177,796

福祉局 障がい支援課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分その１２）
360,574

福祉局 障がい支援課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい福祉サービス費の支出について（８月サービス・９月請求分）その２
522,635

福祉局 障がい支援課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度移動支援サービス費の支出について（８月サービス・９月請求分）
22,560

福祉局 障がい支援課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市福祉ホーム事業（他市町村型）の業務委託契約経費の支出について（社会福祉法人わたぼうしの会・社会福祉法人太陽の家）
112,860

福祉局 障がい支援課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度大阪市障がい者グループホーム整備費及び設備整備費補助金交付決定に係る同経費の支出について（合同会社マイスマイル／マイスマイル）
2,131,000

福祉局 障がい支援課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（R2.8月サービス提供分）
501,839

福祉局 障がい支援課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（はな花アネックス・令和２年７～８月提供分）
249,979

福祉局 障がい支援課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　障がい児給付費の支出について（８月提供９月審査分）
1,467,133,677

福祉局 障がい支援課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　障がい福祉サービス費の支出について（８月提供９月審査分）
6,634,795,614

福祉局 障がい支援課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（R2.8月サービス提供分）
378,678

福祉局 障がい支援課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度　障がい福祉事業用移動支援費の支出について（８月提供９月審査分）
216,559,506

福祉局 障がい支援課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その３）
391,336

福祉局 障がい支援課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費の支出について（第１四半期分）③
187,497

福祉局 障がい支援課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その４）
321,200

福祉局 障がい支援課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査手話通訳派遣事業にかかる支出について（令和２年８月分）
9,240

福祉局 障がい支援課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その６）
351,868

福祉局 障がい支援課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査にかかる支出について（令和２年８月分その２）【大阪市外分】
159,298

福祉局 障がい支援課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい福祉サービス費等支払手数料の支出について（９月受付分）
7,521,482

福祉局 障がい支援課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい児給付費等支払手数料の支出について（９月受付分）
2,686,068

福祉局 障がい支援課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会移動支援費等支払手数料の支出について（９月受付分）
859,391

福祉局 障がい支援課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度「障がい福祉サービス費支払実績等管理ツール」の借入にかかる所要経費の支出について
247,500

福祉局 障がい支援課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高齢障がい者の介護保険サービス利用者負担軽減（新高額障がい福祉サービス費）の支出について（１０月１５日払い分）
1,469,217
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福祉局 障がい支援課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい福祉サービス費の支出について（８月サービス・９月請求分）
10,000

福祉局 障がい支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その５の①）
386,408

福祉局 障がい支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 「障がい支援区分認定調査業務委託（概算契約）長期継続」にかかる所要経費の支出について（令和２年８月分）
4,311,804

福祉局 障がい支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保８月診療分）
21,240,536

福祉局 障がい支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保後期高齢８月診療分）
6,136,502

福祉局 障がい支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 令和2年度療養介護医療費（後期高齢）8月診療9月審査分の支出について
996,000

福祉局 障がい支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 令和2年度療養介護医療費（国保）8月診療9月審査分の支出について
17,431,913

福祉局 障がい支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（R2.7～8月サービス提供分）
731,246

福祉局 障がい支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児施設医療費（国保５３）の支払について（８月診療９月審査分）
2,091,068

福祉局 障がい支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児施設医療費（国保７９医療費）の支払いについて（８月診療９月審査分）
764,452

福祉局 障がい支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度　大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第２０１７号）
105,800

福祉局 障がい支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度　大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第２０１１号）
47,610

福祉局 障がい支援課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児施設医療費（国保５３）の支払について（８月診療９月審査分）
582,833

福祉局 障がい支援課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その５の②）
5,500

福祉局 障がい支援課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その７）
356,972

福祉局 障がい支援課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（後期高齢８月診療９月審査分）
87,890

福祉局 障がい支援課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度療養介護医療費（国保・審手）９月審査分の支出について
11,233

福祉局 障がい支援課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度レセプトの画像データ提供業務委託料（更生医療）９月提供分（７月診療８月審査）の支出について
18,669

福祉局 障がい支援課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度療養介護医療費（社保）９月審査支払手数料の支出について
488

福祉局 障がい支援課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保８月診療・９月審査分）
237,693

福祉局 障がい支援課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度療養介護医療費（後期高齢・審手）９月審査分の支出について
1,128

福祉局 障がい支援課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保８月診療分９月審査分）
87,232

福祉局 障がい支援課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度障がい児施設医療費（国保５３審査委託料）の支払について（８月診療９月審査分）
4,700

福祉局 障がい支援課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度障がい児施設医療費（社保７９）の支払いについて（８月診療９月審査分）
5,577

福祉局 障がい支援課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度障がい児施設医療費（国保７９審査委託料）の支払いについて（８月診療９月審査分）
1,504

福祉局 障がい支援課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 令和2年度療養介護医療費（社保）8月診療分（9月審査分）の支出について
1,223,988

福祉局 障がい支援課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保８月診療・９月審査分）
739,344,309

福祉局 障がい支援課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児施設医療費（社保７９）の支払いについて（８月診療９月審査分）
7,865,410

福祉局 障がい支援課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度障がい児施設医療費（国保５３審査委託料）の支払について（８月診療９月審査分）
15,792

福祉局 障がい支援課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その２）
360,668

福祉局 障がい支援課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分その１３）
71,594

福祉局 障がい支援課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分その１４）
6,625

福祉局 障がい支援課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（介護訪問看護９月審査分）
95

福祉局 障がい支援課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（介護訪問看護９月審査分）
4,395

福祉局 障がい支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター後納郵便料にかかる経費の支出について（高額障がい・９月請求分）
136,196

福祉局 障がい支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（住吉区第17号、第18号）
57,550

福祉局 障がい支援課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費の支出について（１０月２６日払い分）
437,958

福祉局 障がい支援課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について（１０／２６払分）
103,401

福祉局 障がい支援課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査にかかる支出について（令和２年９月分その１）【大阪市外分】
118,890

福祉局 障がい支援課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度障がい児施設（措置費）の支出について（敷津浦学園９月実施分）
9,542,946

福祉局 障がい支援課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（令和２年８月提供分・はじめのいっぽ今福鶴見）
79,723

福祉局 障がい支援課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（たにまち・令和２年９月提供分）
20,738

福祉局 障がい支援課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（令和２年８月提供分・たむらソーシャルネットえん）
482,510

福祉局 障がい支援課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（令和２年９月提供分・ふたば）
41,476

福祉局 障がい支援課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度大学修学支援にかかる移動支援サービス費の支出について（９月サービス提供・１０月請求分）
5,600

福祉局 障がい支援課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度大学修学支援にかかる移動支援サービス費の支出について（9月サービス提供・10月請求分）
16,000

福祉局 障がい支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 障がい支援区分認定審査会に係る報酬並びに費用弁償の支出について（令和２年９月分）
3,524,000



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報

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

福祉局 障がい支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 障がい支援区分認定審査会に係る報酬並びに費用弁償の支出について（令和２年９月分）
107,490

福祉局 障がい支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 令和２年度市内出張旅費（近接地）の支出について（７月分）
12,106

福祉局 障がい支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 障がい福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にかかる手指消毒用エタノールの配付にかかる所要経費の支出について（第４弾）
40,421,304

福祉局 障がい支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい支援区分認定調査事業及び審査会事業に係る郵便料の支出について（令和２年９月分　料金受取人払分）
52,346

福祉局 障がい支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい支援区分認定調査事業及び審査会事業に係る郵便料の支出について（令和２年９月分　料金後納分）
390,556

福祉局 障がい支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用　立替払にかかる支出について
16,490

福祉局 障がい支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その１）
355,168

福祉局 障がい支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写磁気媒体の作成業務委託（更生医療）の支出について（10月提供分）
3,055

福祉局 障がい支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査手話通訳派遣事業にかかる支出について（令和２年９月分）
13,860

福祉局 障がい支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査にかかる支出について（令和２年９月分その１の①）【大阪市外分】
13,852

福祉局 障がい支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査にかかる支出について（令和２年８月分その２の①）【大阪市外分】
13,852

福祉局 障がい支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市福祉ホーム事業（他市町村型）の業務委託契約経費の支出について（社会福祉法人わたぼうしの会・社会福祉法人太陽の家）（第２四半期分）
112,860

福祉局 障がい支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査にかかる支出について（令和２年７月分その３の①）【大阪市外分】
6,926

福祉局 障がい支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児施設（措置費）の支出について（９月実施分）
68,572,332

福祉局 障がい支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（さくらいろ北加賀屋・さくらいろ・令和２年９月提供分）
555,538

福祉局 障がい支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい福祉サービス費の支出について（９月サービス・10月請求分）
18,100

福祉局 障がい支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度障がい者訓練等通所交通費の支出について（７月～９月分）（４）
155,997

福祉局 障がい支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度障がい者訓練等通所交通費の支出について（７月～９月分）（２）
237,913

福祉局 障がい支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度障がい者訓練等通所交通費の支出について（７月～９月分）（５）
194,193

福祉局 障がい支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（住吉区第26号）
2,800

福祉局 障がい支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度大阪市日中一時支援事業にかかる支出について（令和２年１０月請求分）
1,164,050

福祉局 障がい支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度　大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第２０１５号）
95,220

福祉局 障がい支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度障がい者訓練等通所交通費の支出について（７月～９月分）（１）
249,340

福祉局 障がい支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度障がい者訓練等通所交通費の支出について（７月～９月分）（３）
354,580

福祉局 運営指導課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい福祉サービス事業者等指定・指導業務用　市内・近接地出張交通費の支出について（８月分）
8,492

福祉局 運営指導課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　料金後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
6,366

福祉局 運営指導課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　タブレット端末を活用した指導監査におけるリモートアクセスサービス経費の支出について（令和２年９月分）
869

福祉局 運営指導課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　タブレット端末を活用した指導監査における所要経費の支出について（令和２年９月分通信費用）
4,072

福祉局 運営指導課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい福祉サービス事業者等指定・指導業務用　市内・近接地出張交通費の支出について（9月分）
9,671

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 令和２年度介護予防教室事業用委託料の支出について（８月実施分５回目）
29,320

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 令和２年度介護予防教室事業用委託料の支出について（８月実施分１０回目）
201,500

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 令和２年度介護予防教室事業用委託料の支出について（８月実施分９回目）
666,110

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和２年度大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（８月分２回目）
6,504,098

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度老人保護措置費（やむを得ない事由による措置）の支出について【８月請求分】
2,623,849

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和２年度大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（８月分３回目）
7,858,740

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 令和２年度介護予防教室事業用委託料の支出について（大正区４～６月中止分実費弁済）
546,325

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 令和２年度介護予防教室事業用委託料の支出について（８月実施分13回目）
115,190

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 令和２年度介護予防教室事業用委託料の支出について（８月実施分８回目）
262,010

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 令和２年度介護予防教室事業用委託料の支出について（８月実施分11回目）
261,790

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 緊急通報システム事業委託料（令和２年８月稼働分）の支出について
5,097,620

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 令和２年度介護予防教室事業用委託料の支出について（８月実施分12回目）
288,580

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 令和２年度介護予防教室事業用委託料の支出について（８月実施分14回目）
442,990

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和２年度大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（８月分４回目）
7,274,199

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 緊急通報システム事業委託料（令和２年８月稼働分）の支出について
2,741,475

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 いきいき百歳体操用おもりカバーの買入及び同所要経費の支出について（その１）９月分
165,000

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 令和２年度介護予防教室事業用委託料の支出について（８月実施分１５回目）
202,160

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 令和２年度介護予防教室事業用委託料の支出について（８月実施分１６回目）
87,080
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福祉局 高齢福祉課 令和02年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 令和２年度第１回大阪市地域包括支援センター運営協議会評価部会にかかる経費の支出について（其他委員等報酬等）
49,500

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 令和２年度第１回大阪市地域包括支援センター運営協議会評価部会にかかる経費の支出について（其他委員等報酬等）
2,960

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 令和２年度福祉電話の概算買入にかかる経費の支出について（９月分）
264,110

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年老人保護措置費（養護老人ホーム）の支出について【第３四半期概算分】
633,741,064

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 いきいき百歳体操用おもりカバーの買入及び同所要経費の支出について（その４）９月分
104,280

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 いきいき百歳体操用おもりカバーの買入及び同所要経費の支出について（その３）９月分
240,000

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 いきいき百歳体操用おもりカバーの買入及び同所要経費の支出について（その２）９月分
247,500

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 令和２年度　認知症の人がいきいきと暮らし続けるための社会活動推進事業にかかる業務委託経費の支出について（第3四半期分）
3,873,950

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　筆耕翻訳料 令和２年度第１回地域包括支援センター運営協議会会議録調製費用の支出について
28,160

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和２年度大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（８月分５回目）
551,601

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和2年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（平成30年度契約5法人のうち1法人）（第3四半期分）
3,569,509

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和2年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（旭区）（第3四半期分）
3,398,643

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和2年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（福島区）（第3四半期分）
3,056,911

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）産経新聞買入にかかる経費の支出について（第２四半期分）
12,111

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）朝日新聞買入にかかる経費の支出について（第２四半期分）
12,111

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）厚生福祉買入にかかる経費の支出について（第２四半期分）
13,530

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）毎日新聞・日経新聞買入にかかる経費の支出について（第２四半期分）
26,811

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）読売新聞買入にかかる経費の支出について（第２四半期分）
13,200

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和2年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（都島区）（第3四半期分）
3,227,777

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和2年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（平野区）（第3四半期分）
3,740,375

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 認知症高齢者見守りネットワーク事業メール等配信システムサービス提供業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（令和２年９月分）
121,000

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和2年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（平成31年度契約6法人のうち3法人）（第3四半期分）
10,366,795

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和2年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（住之江区）（第3四半期分）
3,569,509

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年度第２回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会保健福祉部会（令和２年９月16日（水））の開催にかかる委員報酬等の支出について
82,500

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年度第２回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会保健福祉部会（令和２年９月16日（水））の開催にかかる委員報酬等の支出について
1,460

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 緊急通報システム事業（家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業【緊急時駆けつけ対応業務】）業務委託の支出について（令和２年度９月分）
4,180

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 令和２年度介護予防教室事業用委託料の支出について（７月実施分18回目）
471,430

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和２年度特養入所待機者管理システム運用保守業務契約に係る委託経費の支出について（令和２年９月分）
103,581

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 緊急通報システム事業（家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業【緊急時駆けつけ対応業務】）業務委託の支出について（令和２年度９月分）
413,820

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 令和２年度地域リハビリテーション活動支援事業（口腔機能向上）にかかる業務委託経費の支出について（第２四半期分）
77,000

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 令和２年度介護予防教室事業用委託料の支出について（８月実施分１７回目）
376,430

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 住民の助け合いによる生活支援活動事業管理業務（１ブロック）委託経費の支出について（第３四半期分）
1,141,466

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和2年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（平成30年度契約５法人のうち１法人）（第３四半期分）
3,569,509

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市高齢者ケア付住宅生活援助員配置業務委託経費の支出について（第３四半期分・１回目）
8,041,750

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和２年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（北区）（第3四半期分）
3,227,777

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和2年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（平成31年度契約6法人のうち1法人）（第3四半期分）
3,227,777

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市高齢者住宅改修費給付事業業務委託経費の支出について（９月分）
293,333

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 負担金、補助及交付金　交付金 介護予防ポイント事業における介護支援活動等及び生活支援活動交付金の支出について（９月分）
114,300

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 認知症高齢者見守りメール等配信システムサービス提供業務委託に係るＦＡＸ配信経費の支出について（令和２年８月分）
198,176

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 令和2年度地域包括支援センター連絡調整事業にかかる所要経費の支出について（第3四半期）
2,374,548

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市認知症疾患医療センター（地域型）運営業務（長期継続）実施にかかる所要経費の支出について（第３四半期分）
4,789,536

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和2年度地域包括支援センター連絡調整事業にかかる所要経費の支出について（第3四半期）
159,192

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和2年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（平成30年度契約５法人のうち１法人）（第３四半期分）
3,398,643

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和2年度地域包括支援センター連絡調整事業にかかる所要経費の支出について（第3四半期）
5,545,720

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和2年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（平成31年度契約6法人のうち1法人）（第3四半期分）
3,227,777

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和2年度地域包括支援センター連絡調整事業にかかる所要経費の支出について（オレンジサポーター地域活動促進事業）（第３四半期分）
1,626,200

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 家族介護慰労金支給事業用慰労金の支出について（６回目）
100,000
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福祉局 高齢福祉課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援サー
ビス事業費

委託料　委託料 第1号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント費）にかかる委託料及び負担金の支出について（令和2年9月審査分）
81,876,680

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援サー
ビス事業費

負担金、補助及交付金　負担金 第1号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント費）にかかる委託料及び負担金の支出について（令和2年9月審査分）
442,612

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和2年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（平成30年度契約５法人のうち２法人）（第３四半期分）
6,797,286

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和2年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（平成31年度契約６法人のうち１法人）（第３四半期分）
3,227,777

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度老人保護措置費の支出について（養護老人ホーム・京都府立洛南寮　８月精算・９月概算）
167,640

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度老人保護措置費（やむを得ない事由による措置）の支出について【令和２年９月請求分】
1,427,505

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 在日外国人高齢者給付金支給事業用給付金の支出について（第２四半期分）
1,890,000

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 令和２年度地域リハビリテーション活動支援事業（体操・運動等）にかかる業務委託経費の支出について（第２四半期分）
1,005,950

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 令和２年度介護予防教室事業用委託料の支出について（８月実施分18回目）
522,920

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 住民の助け合いによる生活支援活動事業管理業務（３ブロック）委託経費の支出について（第３四半期分）
1,141,466

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 令和２年度介護予防教室事業用委託料の支出について（８月実施分19回目）
662,920

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 住民の助け合いによる生活支援活動事業管理業務（２ブロック）委託経費の支出について（第３四半期分）
1,141,466

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 認知症高齢者見守りネットワーク事業位置情報探索等業務委託に係る委託料の支出について（令和２年９月分）
67,320

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市高齢者ケア付住宅生活援助員配置業務委託経費の支出について（第３四半期分・２回目）
4,496,500

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる高齢者用電話名義変更手数料の支出について（令和２年８月工事分）
7,040

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる電話設置費用等（９月工事分）の支出について
51,590

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課火災警報器（連動型）設置業務委託費の支出について（令和２年９月分）
209,000

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援サー
ビス事業費

委託料　委託料 令和２年度選択型通所サービス健診実施業務委託料（８月分）の支出について（単価契約）
8,349

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 令和２年度介護予防教室事業用委託料の支出について（９月実施分２回目）
291,330

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 令和２年度介護予防教室事業用委託料の支出について（７月実施分１９回目）
173,170

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 令和２年度第２回大阪市地域包括支援センター運営協議会にかかる経費の支出について（其他委員等報酬等）
231,000

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 令和２年度第２回大阪市地域包括支援センター運営協議会にかかる経費の支出について（其他委員等報酬等）
8,220

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和２年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）における所要経費（第３四半期分）の支出について（令和２年度４年契約締結包括）
327,135,750

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和２年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）における所要経費（第３四半期分）の支出について（平成２９年度４年契約締結包括）
314,785,500

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和２年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）における所要経費（第３四半期分）の支出について（平成３０年度４年契約締結包括）
289,428,250

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和２年度生活支援体制整備事業業務委託料の支出について（第３四半期分）
43,200,000

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和２年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）における所要経費（第３四半期分）の支出について（令和元年度４年契約締結包括）
309,489,500

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 令和２年度介護予防教室事業用委託料の支出について（９月実施分５回目）
320,980

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

使用料及賃借料　使用料 「特別養護老人ホーム入所待機者管理システム」にかかるレンタルサーバ長期借入にかかる支出について（令和２年９月分）
16,627

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

使用料及賃借料　使用料 「特別養護老人ホーム入所待機者管理システム」にかかるレンタルサーバ長期借入にかかる支出について（令和２年８月分）
13,200

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年度第２回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会認知症施策部会（令和２年９月30日（水））の開催にかかる委員報酬等の支出について
82,500

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年度第１回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会認知症施策部会（令和２年８月21日（金））の開催にかかる委員報酬等の支出について
66,000

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年度第１回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会認知症施策部会（令和２年８月21日（金））の開催にかかる委員報酬等の支出について
2,220

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年度第２回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会認知症施策部会（令和２年９月30日（水））の開催にかかる委員報酬等の支出について
2,580

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度大阪市軽費老人ホームサービス提供費補助金の支出について（第３四半期分【ケアハウスつつじ荘】）
5,568,000

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 令和２年度介護予防教室事業用委託料の支出について（９月実施分７回目）
412,680

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 令和２年度生活支援ハウス運営事業に係る業務委託料の支出について（第３四半期・南港南生活支援ハウスしらなみ　ほか２施設）
8,887,500

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度大阪市軽費老人ホームサービス提供費補助金の支出について（第３四半期分【受念館ほか18施設】）
126,588,625

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度養護老人ホーム入所者日常生活支援費の支出について（西宮市立寿園：10月分）
2,000

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 令和２年度介護予防教室事業用委託料の支出について（９月実施分１回目）
28,990

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和２年度大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（９月分１回目）
5,533,327

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和２年度介護保険施設情報提供等事業に係る業務委託経費の支出について（第３四半期分）
2,016,755

福祉局 高齢福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 介護用品支給事業用介護用品代金の支出について（８月利用・１０月請求分）
9,979,440

福祉局 高齢施設課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 高齢施設課における市内出張交通費（令和２年８月分）
10,829

福祉局 高齢施設課 令和02年10月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢施設課における市内出張交通費（令和２年８月分）
820

福祉局 高齢施設課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 城北複合施設管理業務委託経費の支出について（令和２年９月分）
2,240,638

福祉局 高齢施設課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 介護老人保健施設おとしよりすこやかセンター南部館施設管理業務委託にかかる所要経費の支出について（令和２年９月分）
715,000
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福祉局 高齢施設課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 介護老人保健施設南部花園館施設管理業務委託にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
649,330

福祉局 高齢施設課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器等（Ｈ30.6導入）長期借入の実施及び支出について
1,346

福祉局 高齢施設課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 城北複合施設管理業務委託経費の支出について（令和２年９月分）
974,670

福祉局 高齢施設課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 城北複合施設管理業務委託経費の支出について（令和２年９月分）
3,018,832

福祉局 高齢施設課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器等（Ｈ30.6導入）長期借入の実施及び支出について
2,394

福祉局 高齢施設課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 もと大阪市立信太山老人ホーム跡地等管理のための機械及び巡回警備業務経費の支出について（７月～９月分）
191,400

福祉局 高齢施設課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 施設サービス事業者及び地域密着型サービス事業者等指定申請受付等業務委託の実施及び支出について（令和２年７月～令和２年９月分）
594,000

福祉局 高齢施設課 令和02年10月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 施設サービス事業者及び地域密着型サービス事業者等指定申請受付等業務委託の実施及び支出について（令和２年７月～令和２年９月分）
1,056,000

福祉局 高齢施設課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分高齢施設課事務用郵便料金の支出について
18,372

福祉局 高齢施設課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分高齢施設課事務用郵便料金の支出について
11,492

福祉局 高齢施設課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 高齢施設課における市内出張交通費（令和２年９月分）
8,263

福祉局 高齢施設課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢施設課における市内出張交通費（令和２年９月分）
4,560

福祉局 高齢施設課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報償費　報償金 令和２年度大阪市介護保険事業者公募に係る選定会議の経費の支出について（第２回）
70,680

福祉局 いきがい課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立城東区老人福祉センター管理運営に関する業務代行料の支出について（第３四半期分）
5,062,500

福祉局 いきがい課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立淀川区老人福祉センター管理運営に関する業務代行料の支出について（第３四半期分）
4,832,000

福祉局 いきがい課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立老人福祉センター管理運営に関する業務代行料の支出について（北区北老人福祉センター外（淀川区・城東区以外）23施設）（第３四半期）
130,759,000

福祉局 いきがい課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市敬老優待乗車証（ＩＣカード）５年次更新に関する申請受付業務委託（単価契約）の支出について（令和２年８月分）
679,273

福祉局 いきがい課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 令和２年度老人クラブ活動推進事業委託料経費の支出について（第２回分）
9,887,574

福祉局 いきがい課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 令和2年度大阪市高齢者入浴利用料割引事業補助金の支出について（上半期：組合非加入浴場）
79,600

福祉局 いきがい課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 令和２年度老人クラブ活動援助事業委託料経費の支出について（第２回分）
35,059,816

福祉局 いきがい課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市高年齢者就業機会確保事業補助金の支出について（下半期分）
24,350,000

福祉局 いきがい課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 令和２年度　敬老優待乗車証（ＩＣカード）発行・管理業務（単価契約）の支出について（令和２年８月分）
19,405,428

福祉局 いきがい課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 もと地域活動支援プラザ旭、平野に関する機械警備業務委託経費の支出について（7月～9月分）
58,080

福祉局 いきがい課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 令和２年度敬老優待乗車証交付申請書封入封緘等業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（令和２年９月分）
138,926

福祉局 いきがい課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 もと地域支援プラザ東住吉機械警備業務委託経費の支出について（7月から9月分）
33,000

福祉局 いきがい課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 大阪市立老人福祉センターの指定管理者選定会議に関する経費の支出について（第２回選定会議）
80,080

福祉局 いきがい課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 大阪市立老人福祉センターの外部評価会議に関する経費の支出について
292,760

福祉局 いきがい課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 敬老優待乗車証用交付申請書等郵送料の支出について（令和２年９月分）
507,782

福祉局 いきがい課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市敬老優待乗車証データ媒体変換処理業務委託（概算契約）経費の支出について（令和２年９月分）
184,864

福祉局 いきがい課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 バス交通料金福祉措置に関する交付金の支出について（敬老優待乗車証による利用料金　令和２年８月分）
86,638,163

福祉局 いきがい課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 地下鉄交通料金福祉措置に関する交付金の支出について（敬老優待乗車証による利用料金令和２年８月分）
203,994,430

福祉局 いきがい課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度大阪市北区北老人福祉センター外21館用自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の長期借入の実施及び経費の支出について（９月分）
151,800

福祉局 いきがい課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 堂島・中之島老人憩の家及び田辺老人憩の家に係るアスベスト含有検査業務委託（その２）（概算契約）経費の支出について
85,800

福祉局 いきがい課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 令和２年度いきがい課市内出張交通費の支払について(９月分)
11,731

福祉局 いきがい課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 令和２年度全国健康福祉祭選手団派遣事業の経費の支出について（第3回　10月～12月分）
1,678,168

福祉局 介護保険課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者緊急情報提供用ファクシミリ一斉送信サービス利用による同所要経費の支出について（令和２年８月分）
2,386

福祉局 介護保険課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者緊急情報提供用ファクシミリ一斉送信サービス利用による同所要経費の支出について（令和２年８月分）
11,950

福祉局 介護保険課 令和02年10月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者緊急情報提供用ファクシミリ一斉送信サービス利用による同所要経費の支出について（令和２年８月分）
91,366

福祉局 介護保険課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用コピー代金の支出について（令和２年８月分）
55,686

福祉局 介護保険課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年度　大阪市認定事務センターにおける電話料金にかかる経費の支出について（令和２年８月分・ＮＴＴ西日本分）
23,364

福祉局 介護保険課 令和02年10月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理事務にかかる委託料の支出について（８月分）
1,548,616

福祉局 介護保険課 令和02年10月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用コピー代金の支出について（令和２年８月分）
278,552

福祉局 介護保険課 令和02年10月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 令和２年度　大阪市認定事務センターにおける電話料金にかかる経費の支出について（令和２年８月分・ＮＴＴ西日本分）
168,142

福祉局 介護保険課 令和02年10月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分②）
63,800

福祉局 介護保険課 令和02年10月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（８月分【他】①）
62,700

福祉局 介護保険課 令和02年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理事務にかかる委託料の支出について（８月分）
207,703

福祉局 介護保険課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（令和２年８月分）
597
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福祉局 介護保険課 令和02年10月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（令和２年８月分）
4,298

福祉局 介護保険課 令和02年10月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（８月分⑥）
6,255

福祉局 介護保険課 令和02年10月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（８月分⑤）
18,765

福祉局 介護保険課 令和02年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用　介護保険端末プリンタートナーカートリッジの購入経費の支出について
2,930,004

福祉局 介護保険課 令和02年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（８月分①）
87,765

福祉局 介護保険課 令和02年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（７月分⑲）
6,255

福祉局 介護保険課 令和02年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（８月分【他】②）
9,900

福祉局 介護保険課 令和02年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（８月分③）
87,570

福祉局 介護保険課 令和02年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（８月分④）
12,510

福祉局 介護保険課 令和02年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（８月分②）
6,255

福祉局 介護保険課 令和02年10月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（８月分⑩）
31,275

福祉局 介護保険課 令和02年10月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（８月分⑦）
43,785

福祉局 介護保険課 令和02年10月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（８月分⑨）
162,630

福祉局 介護保険課 令和02年10月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（８月分⑧）
133,422

福祉局 介護保険課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 大阪市認定事務センターにおける複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入に係る所要経費の支出について（令和２年８月分）
3,132

福祉局 介護保険課 令和02年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　其他委員等旅費 介護認定事務にかかる市内出張交通費の支出について（８月分）
1,640

福祉局 介護保険課 令和02年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　普通旅費 介護認定事務にかかる市内出張交通費の支出について（８月分）
10,087

福祉局 介護保険課 令和02年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 認定事務センター事務用自転車買入、及び同所要経費の支出について
76,425

福祉局 介護保険課 令和02年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 令和２年度　大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（令和２年８月分・ＮＴＴコミュニケーションズ分）
1,375

福祉局 介護保険課 令和02年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（８月分⑪）
6,255

福祉局 介護保険課 令和02年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（８月分⑫）
6,255

福祉局 介護保険課 令和02年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 大阪市認定事務センターにおける複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入に係る所要経費の支出について（令和２年８月分）
3,132

福祉局 介護保険課 令和02年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　印刷製本費 介護給付費通知説明用チラシにかかる作成経費の支出について
286,440

福祉局 介護保険課 令和02年10月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分③）
62,700

福祉局 介護保険課 令和02年10月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 令和２年度要介護認定調査業務委託（概算契約）長期継続に係る所要経費の支出について（８月分）
37,117,490

福祉局 介護保険課 令和02年10月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（８月分⑭）
93,825

福祉局 介護保険課 令和02年10月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 令和2年度介護サービス等給付費の支払いについて（令和2年9月支給決定分）
66,878,123

福祉局 介護保険課 令和02年10月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給付
費

負担金、補助及交付金　負担金 令和2年度介護予防サービス等給付費の支払いについて（令和2年9月支給決定分）
39,546,260

福祉局 介護保険課 令和02年10月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給付
費

負担金、補助及交付金　負担金 令和2年度高額介護サービス費等給付費の支払いについて（令和2年9月支給決定分）
253,126,496

福祉局 介護保険課 令和02年10月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額医療合算介護サービ
ス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 令和2年度高額医療合算介護サービス等給付費の支払いについて（令和2年9月支給決定分）
70,509,854

福祉局 介護保険課 令和02年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援サー
ビス事業費

負担金、補助及交付金　負担金 令和2年度高額介護予防サービス費相当事業給付費の支払いについて（令和2年9月支給決定分）
6,383,914

福祉局 介護保険課 令和02年10月15日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、９月分還付金の支出について（口座、歳出）
1,083,936

福祉局 介護保険課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（介護・障がい福祉サービス事業者指定等業務）長期借入にかかる所要経費の支出について（令和２年９月分）
18,046

福祉局 介護保険課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 令和２年７月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
1,248

福祉局 介護保険課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 令和２年７月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
11,135

福祉局 介護保険課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 令和２年６月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
4,780

福祉局 介護保険課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 令和２年度版介護保険制度ハンドブックの印刷及び同所要経費の支出について
335,775

福祉局 介護保険課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和２年度介護保険料決定通知書・納付書作成等業務委託（概算契約）経費の支出について（９月分）
96,560

福祉局 介護保険課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（介護・障がい福祉サービス事業者指定等業務）長期借入にかかる所要経費の支出について（令和２年９月分）
30,079

福祉局 介護保険課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支出について（８月分）
31,361,820

福祉局 介護保険課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器等（要介護認定事務用）（令和２年９月導入）一式　長期借入及び同所要経費の支出について（令和２年９月分）
95,810

福祉局 介護保険課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 令和２年７月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
324

福祉局 介護保険課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 令和２年６月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
360

福祉局 介護保険課 令和02年10月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 介護保険料還付通知書同封ビラほか5点の作成及び同所要経費の支出について
179,850

福祉局 介護保険課 令和02年10月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 介護保険料還付通知書同封ビラほか5点の作成及び同所要経費の支出について
245,014

福祉局 介護保険課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度「大阪市認定事務センター業務委託　長期継続」の実施及び同所要経費の支出について（８月分）
4,946,975

福祉局 介護保険課 令和02年10月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 令和２年度　要介護認定調査の手話通訳派遣事業に係る委託料の支出について（９月分）
24,640



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報

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

福祉局 介護保険課 令和02年10月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 令和２年度「大阪市認定事務センター業務委託　長期継続」の実施及び同所要経費の支出について（８月分）
35,670,525

福祉局 介護保険課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（大阪市認定事務センター　9月分）
250

福祉局 介護保険課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（大阪市認定事務センター　9月分）
1,874

福祉局 介護保険課 令和02年10月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（大阪市認定事務センター　9月分）
456

福祉局 介護保険課 令和02年10月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（大阪市認定事務センター　9月分）
36,602

福祉局 介護保険課 令和02年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和２年度生活援助サービス従事者養成事業の実施及び所要経費の支出について（令和２年度第２四半期）
792,000

福祉局 介護保険課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　手数料 介護保険特別対策用審査支払経費（総合事業分）の支出について（令和２年９月審査分）
95

福祉局 介護保険課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　手数料 介護保険特別対策用審査支払経費（居宅介護分）の支出について（令和２年９月審査分）
475

福祉局 介護保険課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 介護保険特別対策用利用経費（居宅介護サービス給付費）の支出について（令和２年９月審査分）
55,116

福祉局 介護保険課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 介護保険特別対策用利用経費（総合事業　サービス事業費）の支出について（令和２年９月審査分）
3,126

福祉局 介護保険課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分③）
9,900

福祉局 介護保険課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分④）
64,900

福祉局 介護保険課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１０月分①）
33,000

福祉局 介護保険課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（８月分⑬）
333,300

福祉局 介護保険課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費等の支出について（令和２年９月審査分）
19,871,168,961

福祉局 介護保険課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給付
費

負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費等の支出について（令和２年９月審査分）
560,603,923

福祉局 介護保険課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給付
費

負担金、補助及交付金　負担金 高額介護サービス費等の支払いについて（令和２年９月審査分）
426,330,609

福祉局 介護保険課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
特定入所者介護サービス
等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 特定入所者介護サービス費等の支出について（令和２年９月審査分）
561,995,195

福祉局 介護保険課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 審査支払費 委託料　委託料 介護給付費審査支払業務委託料の支出について（令和２年９月審査分）
18,146,253

福祉局 介護保険課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援サー
ビス事業費

委託料　委託料 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払業務委託料の支払について（令和２年９月審査分）
2,382,127

福祉局 介護保険課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援サー
ビス事業費

負担金、補助及交付金　負担金 介護予防・日常生活支援総合事業費の支払いについて（令和２年９月審査分）
725,130,955

福祉局 介護保険課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、年金保険者還付金の支出について（公立学校共済組合、歳出）
19,100

福祉局 介護保険課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 令和2年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（令和２年９月分）
13,112

福祉局 介護保険課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 被保険者証送付用封筒（単票用）ほか10点買入及び同所要経費の支出について
1,312,707

福祉局 介護保険課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 被保険者証送付用封筒（単票用）ほか10点買入及び同所要経費の支出について
2,706,418

福祉局 介護保険課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 被保険者証送付用封筒（単票用）ほか10点買入及び同所要経費の支出について
122,892

福祉局 介護保険課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
3,052,123

福祉局 介護保険課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
931,533

福祉局 介護保険課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
1,747,507

福祉局 介護保険課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和2年度介護保険関係帳票封入封緘作業等業務委託（その2）（概算契約）の支出について（令和2年9月分）
363,414

福祉局 介護保険課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和2年度介護保険関係帳票封入封緘作業等業務委託（その2）（概算契約）の支出について（令和2年9月分）
51,904

福祉局 介護保険課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和2年度介護保険関係帳票封入封緘作業等業務委託（その2）（概算契約）の支出について（令和2年9月分）
366,596

福祉局 介護保険課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和２年度処遇改善加算等取得促進支援事業業務委託の支出について（概算契約）（令和２年９月分）
100,000

福祉局 介護保険課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和2年度介護保険関係帳票封入封緘作業等業務委託（その2）（概算契約）の支出について（令和2年9月分）
764,924

福祉局 介護保険課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 令和2年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（令和２年９月分）
52,448

福祉局 介護保険課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 大阪市介護認定審査会正副会長会に係る委員報酬及び費用弁償の支払について（令和２年９月２４日開催分）
78,000

福祉局 介護保険課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 大阪市介護認定審査会正副会長会に係る委員報酬及び費用弁償の支払について（令和２年９月２４日開催分）
2,680

福祉局 介護保険課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 令和２年度要介護認定事務用「介護保険被保険者証（単票用）ほか２点」の所要経費の支出について
1,803,450

福祉局 介護保険課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
416,622

福祉局 介護保険課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（口座振替不能分）
4,400

福祉局 介護保険課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 令和2年度介護保険関係帳票封入封緘作業等業務委託（その2）（概算契約）の支出について（令和2年9月分）
173,236

福祉局 介護保険課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和２年度おおさか介護サービス相談センター事業にかかる所要経費の支出について（第３四半期）
7,570,648

福祉局 介護保険課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、9月分年金保険者還付金の支出について
284,067

福祉局 介護保険課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（9月分）
26,170,000

福祉局 介護保険課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（9月分）
265,520

福祉局 介護保険課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 要介護認定事務用「感染対策用使い捨て式防じんマスク（N95マスク）」の経費の支出について
40,260

福祉局 介護保険課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（９月分）
5,379,882
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福祉局 介護保険課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（令和２年９月分）
597

福祉局 介護保険課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度　指定事業者台帳等管理システム保守業務委託の実施及び同所要経費の支出について（９月分）
25,282

福祉局 介護保険課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等申請受付等業務委託長期継続（その２）の所要経費の支出について（令和２年９月分）
904,750

福祉局 介護保険課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 大阪市認定事務センターにおける複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入に係る所要経費の支出について（令和２年９月分）
3,132

福祉局 介護保険課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（９月分）の支出について
7,706

福祉局 介護保険課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和２年度　指定事業者台帳等管理システム保守業務委託の実施及び同所要経費の支出について（９月分）
57,218

福祉局 介護保険課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等申請受付等業務委託長期継続（その２）の所要経費の支出について（令和２年９月分）
2,714,250

福祉局 介護保険課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（令和２年９月分）
4,298

福祉局 介護保険課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分⑤）
61,600

福祉局 介護保険課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 大阪市認定事務センターにおける複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入に係る所要経費の支出について（令和２年９月分）
3,132

福祉局 介護保険課 令和02年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 介護保険給付費通知印字用連続帳票にかかる作成経費の支出について
684,200

福祉局 介護保険課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年度第２回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会介護保険部会の開催にかかる委員等報酬の支出について
214,500

福祉局 介護保険課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年度第２回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会介護保険部会の開催にかかる委員等報酬の支出について
7,520

福祉局 介護保険課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（21回目）
4,905

福祉局 介護保険課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者指定指導業務にかかる料金後納郵便（令和２年９月分）の支出について
210

福祉局 介護保険課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（21回目）
4,184

福祉局 介護保険課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（21回目）
15,159

福祉局 介護保険課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 令和２年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（21回目）
48,631

福祉局 介護保険課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 令和２年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（21回目）
243,195

福祉局 介護保険課 令和02年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 令和２年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（21回目）
63,567

福祉局 介護保険課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険料納付書ほか５点の作成に係る経費の支出について
892,430

福祉局 介護保険課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険料納付書ほか５点の作成に係る経費の支出について
352,825

福祉局 介護保険課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者指定指導業務にかかる料金後納郵便（令和２年９月分）の支出について
12,992

福祉局 介護保険課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和２年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（21回目）
41,676

福祉局 介護保険課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 要介護認定事務用「複合機用ホチキス針」購入経費の支出について
62,700

福祉局 介護保険課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１０月分②）
66,000

福祉局 介護保険課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事業者指定指導業務にかかる料金後納郵便（令和２年９月分）の支出について
25,950

福祉局 介護保険課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事業者指定指導業務にかかる料金後納郵便（令和２年９月分）の支出について
500

福祉局 介護保険課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和２年度介護保険住宅改修費等適正給付事業（令和２年10月～令和２年12月分）にかかる経費の支出について（第3四半期分）
1,129,447

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　普通旅費 第２特養運営用　市内等出張旅費の支出について（令和２年８月分）
1,614

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつ買入（単価契約）の支出について（令和２年８月分）
155,133

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　心電図用電極粘着パッドの買入にかかる所要経費の支出について
13,090

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　令和２年度大阪市立弘済院会計年度職員ストレスチェック業務委託の実施経費の支出について
2,860

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立弘済院附属病院　微生物検査業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（8月分）
68,642

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立弘済院附属病院　臨床検査業務委託上半期（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（8月分）
182,369

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 附属病院運営用　2020年度画像コントロールサーベイの受講にかかる経費の支出について
6,220

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立弘済院寿楽館・車庫シャッター点検業務委託の所要経費の支出について
99,550

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　コーヒーメーカー　外１点　買入の実施及び同所用経費の支出について
14,608

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　吸収冷温水機扉部品　買入の実施及び同所要経費の支出について
9,482

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　ボディソープ 買入にかかる所要経費の支出について
14,080

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　リンスインシャンプー 買入にかかる所要経費の支出について
7,040

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　福祉・医療関係相談支援マニュアル　追録（追録号数６）買入にかかる所要経費の支出について
2,970

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用［病院］ＰＨＳ用ストラップ 買入にかかる所要経費の支出について
7,040

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　Ｗｅｂカメラ ほか３点 買入にかかる所要経費の支出について
29,502

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　大阪市立弘済院附属病院　[医事課]プリンターメンテナンスキット交換にかかる所要経費の支出について
29,700

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　ニトリルグローブ（新型コロナ感染症対策関係）買入（その２）にかかる所要経費の支出について
8,250

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　アイソレーションガウン（新型コロナ感染症対策関係）買入にかかる所要経費の支出について
98,010
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福祉局 弘済院管理課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　小型尿分析装置用検査試験紙の買入にかかる所要経費の支出について
71,500

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院清掃業務委託（長期継続契約）にかかる所要経費の繰越について（令和２年９月分）
10,780

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院清掃業務委託（長期継続契約）にかかる所要経費の繰越について（令和２年９月分）
97,020

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
4,000

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立弘済院附属病院　ＭＲＩエアネットシステム保守点検業務委託の実施にかかる経費の支出について（上半期）
133,100

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立弘済院附属病院　医療廃棄物処分業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（9月分）
15,785

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院清掃業務委託（長期継続契約）にかかる所要経費の繰越について（令和２年９月分）
970,200

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立弘済院附属病院　調剤支援システム・自動錠剤分包機保守業務委託の実施にかかる経費の支出について（上半期）
485,100

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立弘済院附属病院　ＭＲＩ装置保守業務委託の実施にかかる経費の支出について（第2四半期）
6,650,325

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　大阪市立弘済院附属病院　酸素濃縮装置　借入（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（9月分）
45,485

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立弘済院附属病院　医療廃棄物収集・運搬業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（９月分）
29,480

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立弘済院附属病院　ＣＴ装置保守業務委託の実施にかかる経費の支出について（上半期）
3,894,000

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用・附属病院運営用　蛍光灯ほか５点　買入の実施及び同所要経費の支出について
21,450

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度大阪市立弘済院玄関マット借入の所要経費の支出について（９月分）
7,260

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用・附属病院運営用　蛍光灯ほか５点　買入の実施及び同所要経費の支出について
13,860

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　ファックス利用料金（９月分）の支出について
9,681

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 弘済院附属病院医療情報システム再構築・運用保守業務委託（長期継続契約）にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
710,325

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度大阪市立弘済院玄関マット借入の所要経費の支出について（９月分）
8,030

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 令和２年度新聞購読（読売新聞）の所要経費の支出について（第２四半期分）
13,200

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 令和２年度新聞購読（朝日新聞）の所要経費の支出（７月～９月分）
12,111

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 令和２年度新聞購読（毎日新聞）の所要経費の支出について（第１第２四半期分）
24,222

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 令和２年度新聞購読（日経新聞）の所要経費の支出について（７～９月分）
14,700

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 第２特養運営用　令和２年度 介護サービス情報の公表にかかる手数料の支出について
2,000

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　建物修繕料 令和2年度大阪市立弘済院附属病院吸収式冷温水機(1号機)点検整備業務委託の所要経費の支出について
55,000

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　速乾性手指消毒剤の買入（その２）にかかる所要経費の支出について
89,100

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 令和２年度　大阪市立弘済院附属病院　照射赤血球液ＬＲ－｢日赤｣他１点の買入にかかる経費の支出について（９月分）
18,132

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立弘済院附属病院　医療情報システム運用管理業務委託（長期継続）の実施にかかる経費の支出について（6回目）
1,243,000

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院警備業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（令和２年９月分）
1,444,758

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　LGWAN接続系利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式長期借入契約にかかる所要経費の支出について（令和2年9月分）
5,474

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式　長期借入契約にかかる所要経費について（令和2年9月分）
45,815

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式長期借入契約にかかる所要経費の支出について（令和2年9月分）
33,371

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式　長期借入契約にかかる所要経費の支出について（令和2年9月分）
12,289

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）（２）一式長期借入契約にかかる所要経費の支出について（令和2年9月分）
97,502

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式　長期借入契約にかかる所要経費の支出について（令和2年9月分）
116,035

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院運営用　本人サポートの会 スーパーバイザー報償金の支出について（令和２年９月分）
30,300

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用・第２特養運営用・附属病院運営用　マーカー（本体）ほか６点　買入の実施及び同所要経費の支出について
8,008

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用・第２特養運営用・附属病院運営用　マーカー（本体）ほか６点　買入の実施及び同所要経費の支出について
2,552

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
17,600

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
25,872

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用・第２特養運営用・附属病院運営用　マーカー（本体）ほか６点　買入の実施及び同所要経費の支出について
2,420

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
107,725

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
2,970

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
64,040

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
264,258

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院管理運営用　大阪市立弘済院倫理審査委員会委員報償金（10月8日開催分）の支出について
53,280

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　医療用酸素ガス7000Ｌ　外３点（単価契約）の買入にかかる経費の支出について（9月分）
56,540

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立弘済院附属病院　微生物検査業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（9月分）
21,408
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福祉局 弘済院管理課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）に係る諸経費の支出について（令和２年９月分）
34,232

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）に係る諸経費の支出について（令和２年９月分）
9,173

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立弘済院糞便検査業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（９月分）
13,376

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立弘済院厨房用飛来昆虫捕獲機（捕虫器）長期借入にかかる消費税率改正に伴う契約変更の所要経費の支出について（令和２年９月分）
1,375

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　寝具（大阪市立弘済院）借入（単価契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年９月分）
91,923

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　大阪市立弘済院　布おむつ(３種)ほか４点借入（単価契約）の支出について（令和２年９月分）
172,150

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）に係る諸経費の支出について（令和２年９月分）
28,518

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）９月分経費の支出について
211,841

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）９月分経費の支出について
3,179

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（セルダインルビー用メンテナンスコントロールＡＯ－３）（単価契約）９月分経費の支出について
144,419

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）９月分経費の支出について
79,736

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）９月分経費の支出について
387,384

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）９月分経費の支出について
96,301

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）９月分経費の支出について
1,197,643

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）９月分経費の支出について
121,264

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 附属病院運営用　令和２年度　麻薬施用者免許証の継続申請にかかる手数料の支出について
23,400

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立弘済院糞便検査業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（９月分）
704

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　寝具（大阪市立弘済院）借入（単価契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年９月分）
36,707

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立弘済院厨房用飛来昆虫捕獲機（捕虫器）長期借入にかかる消費税率改正に伴う契約変更の所要経費の支出について（令和２年９月分）
3,209

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　大阪市立弘済院　布おむつ(３種)ほか４点借入（単価契約）の支出について（令和２年９月分）
27,329

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用・第２特養運営用・附属病院運営用　ブルーシートほか１３点　買入の実施及び同所要経費の支出について
22,792

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　両面テープ（超強力）　買入の実施及び同所要経費の支出について
12,650

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　建物修繕料 令和2年度大阪市立弘済院第1特別養護老人ホーム電気室非常保安動力盤不具合調査及び復旧業務委託の所要経費の支出について
55,000

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 令和２年度大阪市立弘済院後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
3,106

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立弘済院ねずみ・害虫等防除及び駆除業務委託の所要経費の支出について（令和２年９月分）
18,000

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立弘済院一般廃棄物収集運搬業務委託の所要経費の支出について（令和２年９月分）
198,000

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立弘済院除草ごみ収集運搬業務委託（単価契約）令和２年９月分の支払いについて
46,618

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院設備管理・保守点検業務委託（長期継続）の所要経費の支出について（令和２年９月分）
3,381,582

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用・第２特養運営用・附属病院運営用　ブルーシートほか１３点　買入の実施及び同所要経費の支出について
30,679

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　令和２年度　入所者用新聞の買入の所要経費の支出について（７月分～９月分）
10,059

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつ買入（単価契約）の支出について（令和２年９月分）
27,390

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　ブルーレイプレーヤーほか１点　買入の所要経費の支出について
21,340

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　通信運搬費 令和２年度大阪市立弘済院後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
6,360

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 平成30年度　大阪市立弘済院給食業務委託　長期継続（概算契約）に係る所要経費の支出について（令和２年９月分）
3,537,538

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 第２特養運営用　令和２年度 大阪市立弘済院第２特別養護老人ホーム電気錠保守点検業務委託の実施及び同所要経費の支出について
134,750

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　弘済院処遇等管理支援システム機器　長期借入にかかる所要経費の支出について（令和２年９月分）
61,820

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　車椅子用安心ベルト　ほか１点　買入にかかる所要経費の支出について
24,860

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用・第２特養運営用・附属病院運営用　ブルーシートほか１３点　買入の実施及び同所要経費の支出について
22,616

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　建物修繕料 令和２年度大阪市立弘済院旧第１特別養護老人ホーム中央厨房事務室スプリンクラー用配管修繕の所要経費の支出について
297,550

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　脳波検査用電極キャップの買入にかかる所要経費の支出について
77,880

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 令和２年度大阪市立弘済院後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
23,464

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立弘済院附属病院（西玄関）自動ドア設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（上半期分）
15,840

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 平成30年度　大阪市立弘済院給食業務委託　長期継続（概算契約）に係る所要経費の支出について（令和２年９月分）
3,071,284

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立弘済院附属病院（正面玄関）自動ドア設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（上半期分）
47,520

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　光熱水費 令和２年度ガス料金の支出について（令和２年10月分：令和２年９月２日～令和２年10月１日分））
562,975

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　光熱水費 令和２年度ガス料金の支出について（令和２年10月分：令和２年９月２日～令和２年10月１日分））
959,954

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　ＰＨＳ電話料金の支出について（９月分）
8,712
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福祉局 弘済院管理課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 附属病院運営用　令和２年度　病院構造設備使用許可申請にかかる手数料の支出について
43,000

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立弘済院附属病院医療事務業務委託　長期継続の所要経費の支出について（6回目）
3,960,000

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　電子血圧計　買入の所要経費の支出について
4,972

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　通信運搬費 第２特養運営用　令和２年度　大阪市立弘済院第２特別養護老人ホームにおけるオンライン面会にかかる経費の支出について（９月分）
4,455

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 令和２年度　大阪市立弘済院医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（９月分）
188,116

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 第２特養運営用　令和２年度　大阪市立弘済院第２特別養護老人ホームにおけるオンライン面会にかかる経費の支出について（９月分）
112

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 令和２年度　大阪市立弘済院医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（９月分）
238,715

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（令和２年９月分）
4,880

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（令和２年９月分）
2,084,186

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 管理運営用　電話料金の支払いについて（令和２年１０月請求分：９月利用分）
26,547

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（令和２年９月分）
490,616

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（令和２年９月分）
1,697,284

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 旅費　普通旅費 管理運営用　市内等出張旅費の支出について（令和２年１０月支払分）
36,067

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　地方財務実務提要追録【589～592】買入の所要経費の支出について（追録号数589-592）
11,132

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立弘済院附属病院非常勤医師等放射線被曝線量測定業務委託（概算契約）に係る委託料の支出について（７月～９月分）
12,144

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 報償費　報償金 第２特養運営用　令和２年度　 FTLD研究会にかかるスーパーバイザー報償金の支出について（令和２年９月16日開催分）
5,700

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　アクティビティ用生花（９月分）買入の所要経費の支出について
5,500

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　新型コロナウイルス感染症対策　体温計　買入の所要経費の支出について
3,960

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第2特養運営用　高齢者保健福祉実務事典（追録109－111）外１点買入の所要経費の支出について
11,594

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　新型コロナウイルス感染症対策　ワイヤレス通話機　買入の所要経費の支出について
9,570

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　備品修繕料 第２特養運営用　掃除口ふた　買入の所要経費の支出について
25,520

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院運営用　市内等出張旅費の支出について（令和２年１０月支払分）
2,380

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　[栄養部]キッチン用水栓　ほか２点　買入にかかる所要経費の支出について
31,394

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　第39回日本認知症学会学術集会参加にかかる参加経費（テキスト代）の支出について（その２）
10,000

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　生化学分析装置用消耗部品一式　買入の実施にかかる経費の支出について
75,900

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　ベッドサイドレールゴム（その２）買入にかかる所要経費の支出について
47,795

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　建物修繕料 令和2年度大阪市立弘済院附属病院ガスヒーポン設備改修工事の前払金の支出について
3,480,000

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　中央厨房業務用テーブル形冷凍・冷蔵庫修繕にかかる所要経費の支出について
212,960

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　ディスポグローブ（新型コロナ感染症対策関係）買入（その３）にかかる所要経費の支出について
17,600

福祉局 弘済院管理課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　大阪市立弘済院附属病院　フレグランスディフューザーほか２点借入にかかる経費の支出について（９月分）
62,920

福祉局 診療所 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 令和２年度大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター白衣等洗濯業務委託（概算契約）の実施、所要経費の支出について（令和２年９月分）
15,598

福祉局 診療所 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和2年度大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター外注検査業務委託（概算契約）９月分の支出について
124,188

福祉局 診療所 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 診療所業務用プリンターインクカートリッジ（４色パック）ほか５点の購入経費の支出について
48,638

福祉局 管理課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 「身体障がい者通所言語訓練事業」の実施にかかる所要経費の支出について（第３四半期）
2,220,472

福祉局 管理課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 「身体障がい者通所肢体訓練事業」の実施にかかる所要経費の支出について（第３四半期）
6,194,942

福祉局 管理課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 「補装具・福祉機器普及事業」の実施にかかる所要経費の支出について（第３四半期）
6,132,557

福祉局 管理課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金（３階）の支出について（令和２年８月分）
7,228

福祉局 管理課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（令和２年８月分）
4,895

福祉局 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（令和２年８月分）
8,471

福祉局 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（令和２年８月分）
3,052

福祉局 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（令和２年８月分）
2,462

福祉局 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（令和２年８月分）
1,434

福祉局 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（令和２年８月分）
4,640

福祉局 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（令和２年８月分）
460

福祉局 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（令和２年８月分）
3,649

福祉局 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（令和２年８月分）
3,359

福祉局 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（令和２年９月分）
370
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福祉局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
12,548

福祉局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
84

福祉局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
27,665

福祉局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
4,657

福祉局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
1,000

福祉局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
8,128

福祉局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
418

福祉局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続契約にかかる所要経費の支出について(9月分)
23,665

福祉局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター清掃業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（令和２年９月分）
413,415

福祉局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障がい者リハビリテーションセンター自動体外除細動器（AED）の借入　長期継続契約にかかる経費の支出について(令和２年９月分）
1,728

福祉局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続契約にかかる所要経費の支出について(9月分)
15,385

福祉局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 心身障がい者リハビリテーションセンター自動体外除細動器（AED）の借入　長期継続契約にかかる経費の支出について(令和２年９月分）
1,728

福祉局 管理課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度心身障がい者リハビリテーションセンター等昇降機保守点検業務委託経費の支出について(第2四半期分)
422,400

福祉局 管理課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　心身障がい者リハビリテーションセンター業務用ＥＴＣ利用通行料金の支出について（令和２年８月分）
16,780

福祉局 管理課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　心身障がい者リハビリテーションセンター業務用ＥＴＣ利用通行料金の支出について（令和２年８月分）
9,330

福祉局 管理課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 令和２年度心身障がい者リハビリテーションセンター等昇降機保守点検業務委託経費の支出について(第2四半期分)
207,900

福祉局 管理課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 心身障がい者リハビリテーションセンター施設管理用電気料金の支出について（令和２年９月分）
1,419,039

福祉局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 企画情報事業用『厚生福祉』（年間購読）経費の支出について（令和2年7月～9月）
13,530

福祉局 管理課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　建物修繕料 心身障がい者リハビリテーションセンターＢ棟１階厨房給水配管改修工事にかかる経費の支出について
132,000

福祉局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（令和２年９月分）
5,806

福祉局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（令和２年９月分）
14,633

福祉局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（令和２年９月分）
4,820

福祉局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（令和２年９月分）
2,891

福祉局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（令和２年９月分）
2,440

福祉局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（令和２年９月分）
1,008

福祉局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（令和２年９月分）
1,620

福祉局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（令和２年９月分）
4,616

福祉局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　建物修繕料 心身障がい者リハビリテーションセンターＢ棟１階食堂室外機圧縮機修繕にかかる所要経費の支出について
668,129

福祉局 相談課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度発達障がい児専門療育機関業務委託に係る委託料の支出について（オフィスぼん　bonキッズ北堀江　追加支払い分）
325,000

福祉局 相談課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について（令和２年８月分）
363,000

福祉局 相談課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について（令和２年８月分）
6,300

福祉局 相談課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市発達障がい者支援センター運営等事業委託料の支出について（第３四半期分）
18,025,060

福祉局 相談課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について（令和２年９月分）
49,500

福祉局 相談課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について（令和２年９月分）
1,460

福祉局 相談課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度発達障がい児専門療育機関業務（北部エリア）に係る委託料の支出について　（児童デイサービスセンターａｎ）（第3四半期）（第７回目）
3,320,000

福祉局 相談課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度　発達障がい児専門療育機関（南西エリア）業務委託料の支出について（北摂杉の子会　こども発達支援センターａｚ）（第3四半期）（第7回目分）
3,645,000

福祉局 相談課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市発達障がい児専門療育機関（中央東エリア）業務に係る委託料の支出について（合同会社オフィスぼん：bonキッズ谷町）（第３四半期）（第５回目分）
2,570,000

福祉局 相談課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市発達障がい児専門療育機関業務（中央エリア）に係る委託料の支出について（合同会社オフィスぼん・ｂｏｎキッズ北堀江）（第３四半期）（第１回）
3,400,000

福祉局 相談課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度　発達障がい児専門療育機関（南東エリア）業務に係る委託料の支出について（スポ協・大阪市更生療育センター分）（第３四半期）（第７回目）
2,250,000

福祉局 相談課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和2年度　発達障がい児専門療育機関（中央西エリア）業務に係る委託料の支出について（愛徳福祉会　あさしお園）（第３四半期）（第１０回目）
2,250,000

建設局 総務課 令和02年10月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 会議出席用等市内等出張交通費（令和２年８月分）の支出について
6,600

建設局 総務課 令和02年10月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 会議出席用等市内等出張交通費（令和２年７・８月分、調査役分）の支出について
1,440

建設局 総務課 令和02年10月05日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 ATC庁舎事務室等電話回線使用料の支出について(令和2年8月分(9月請求))
310,306

建設局 総務課 令和02年10月05日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室内等電話回線使用料の支出について(令和2年8月分(9月請求))
66,110

建設局 総務課 令和02年10月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務参考用　行政手続法追録ほか13点　概算買入経費の支出について（第５回中間）
15,972

建設局 総務課 令和02年10月08日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 事務参考用　河川関係法令例規集〔質疑応答編〕追録ほか７点　概算買入経費の支出について（第３回中間）
5,658

建設局 総務課 令和02年10月09日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　アルコール手指消毒剤（擦式）買入について
19,162
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建設局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 建設局地下貯蔵タンク等点検業務委託の施行及び同経費の支出について
33,165

建設局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 建設局地下貯蔵タンク等点検業務委託の施行及び同経費の支出について
36,837

建設局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務参考用　河川法令便覧追録ほか３点　概算買入経費の支出について（第３回中間）
6,820

建設局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 文書廃棄用　ダンボール箱買入経費の支出について
51,590

建設局 総務課 令和02年10月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞　買入にかかる経費の支出について（７月～９月分）
24,222

建設局 総務課 令和02年10月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞　買入にかかる経費の支出について（７月～９月分）
24,222

建設局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(令和2年9月分(10月請求))
3,476,580

建設局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(令和2年9月分(10月請求))
10,224

建設局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年度支出分）
108,896

建設局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ATC庁舎洗濯機室賃料及び共益費の支出について(令和2年11月分(10月請求))
77,212

建設局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ATC月極駐車場使用料の支出について(令和2年11月分(10月請求))
308,000

建設局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ATC庁舎自家発電設備等賃料の支出について(令和2年11月分(10月請求))
28,996

建設局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ATC庁舎事務室等賃料及び共益費の支出について(令和2年11月分(10月請求))
33,841,813

建設局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市中央卸売市場業務管理棟共益費の支出について(令和2年10月分(10月請求))
1,018,587

建設局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ATC庁舎自家発電設備等賃料の支出について(令和2年11月分(10月請求))
32,207

建設局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室内等電気使用料の支出について(平令和2年9月分(10月請求))
76,113

建設局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市中央卸売市場本場衛生組合分担金の支出について(令和2年10月分(10月請求))
6,000

建設局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞ほか１点　買入にかかる経費の支出について（７月～９月分）
53,622

建設局 総務課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞　買入にかかる経費の支出について（７～９月分）
26,400

建設局 総務課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 道路事業用　ETC利用高速道路通行料の経費の支出について（８月分）
80,000

建設局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　建物修繕料 建設局地下貯蔵タンク液面指示計修繕（緊急）の支出について
58,960

建設局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 令和２年度　建設局ＡＴＣ庁舎清掃業務委託の施行及び同経費の支出について
107,334

建設局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　建物修繕料 建設局地下貯蔵タンク液面指示計修繕（緊急）の支出について
65,488

建設局 総務課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務参考用　建築関係ＪＩＳ要覧追録ほか４点　概算買入経費の支出について（第６回中間）
23,183

建設局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 建設局事務連絡文書等発送用後納郵便料金の支払いについて（9月分）
201,198

建設局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 会議出席用等市内等出張交通費（令和２年９月分）の支出について
10,660

建設局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 御堂筋の空間再編事業に係る国土交通省への管外出張旅費の支出について
15,060

建設局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 会議出席用等市内等出張交通費（令和２年９月分・調査役分）、（令和２年８月分・派遣職員分）の支出について
1,680

建設局 職員課 令和02年10月05日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 労働安全衛生法第59条に基づく「小型車両系建設機械（整地、運搬、積込、掘削用）運転特別教育」の実技実施場所として使用する南港埋立地土地賃借料の支出について
4,435

建設局 職員課 令和02年10月08日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　印刷製本費 財産差押職員の証ほか４点印刷経費の支出について
50,490

建設局 職員課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 安全衛生用　伐木チェーンソー特別教育の受講にかかる所要経費の支出について
5,940

建設局 職員課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用　伐木チェーンソー特別教育の受講にかかる所要経費の支出について
39,060

建設局 職員課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 労働安全衛生法第59条に基づく「小型車両系建設機械（整地、運搬、積込、掘削用）運転特別教育」の実技実施場所として使用する南港埋立地土地賃借料の支出について
4,435

建設局 職員課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 令和２年度建設局メンタルヘルス研修の実施に係る所要経費の支出について
43,111

建設局 職員課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 会議出席等用市内等出張交通費の支出について（令和２年９月分）
1,107

建設局 経理課 令和02年10月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務用　デジタル複合機（赤黒ツインカラー対応）にかかるコピー代金の支出について　（８月分）
18,332

建設局 経理課 令和02年10月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 庁内情報用　令和２年度ドラム／トナーカートリッジ（１）ほか１点買入（単価契約）買入経費の支出について（８月分）
79,640

建設局 経理課 令和02年10月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 庁舎管理用 ビニール袋ほか１点 買入経費の支出について
17,050

建設局 経理課 令和02年10月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２９年度単価契約）（８月分）
124,679

建設局 経理課 令和02年10月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２８年度単価契約）（８月分）
187,971

建設局 経理課 令和02年10月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　８月分　単価契約）
183,422

建設局 経理課 令和02年10月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について（揮発油　７月分　単価契約）その２
3,172

建設局 経理課 令和02年10月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について（揮発油　８月分　単価契約）
1,924,455

建設局 経理課 令和02年10月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　切手購入にかかる経費の支出について（10月～12月分）
107,660

建設局 経理課 令和02年10月08日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２９年度単価契約）（８月分）
3,487

建設局 経理課 令和02年10月08日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について（揮発油　８月分　単価契約）
27,986

建設局 経理課 令和02年10月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２９年度単価契約）（８月分）
143,583
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建設局 経理課 令和02年10月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について（揮発油　８月分　単価契約）
876,638

建設局 経理課 令和02年10月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　８月分　単価契約）
236,003

建設局 経理課 令和02年10月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　切手購入にかかる経費の支出について（10月～12月分）
83,491

建設局 経理課 令和02年10月08日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２９年度単価契約）（８月分）
17,421

建設局 経理課 令和02年10月08日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　８月分　単価契約）
19,029

建設局 経理課 令和02年10月08日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について（揮発油　８月分　単価契約）
20,369

建設局 経理課 令和02年10月08日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２８年度単価契約）（８月分）
8,088

建設局 経理課 令和02年10月08日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について（揮発油　８月分　単価契約）
8,622

建設局 経理課 令和02年10月08日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　切手購入にかかる経費の支出について（10月～12月分）
3,050

建設局 経理課 令和02年10月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「令和２年度　地方債の手引」ほか１点の買入経費の支出について
16,704

建設局 経理課 令和02年10月09日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「令和２年度　地方債の手引」ほか１点の買入経費の支出について
3,406

建設局 経理課 令和02年10月09日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「令和２年度　地方債の手引」ほか１点の買入経費の支出について
3,406

建設局 経理課 令和02年10月09日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「令和２年度　地方債の手引」ほか１点の買入経費の支出について
3,406

建設局 経理課 令和02年10月12日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（９月分-①）
7,438

建設局 経理課 令和02年10月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 小口支払基金の繰入金の支出について（９月分-①）
800

建設局 経理課 令和02年10月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（９月分-①）
35,040

建設局 経理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２９年度単価契約）（８月分）
479,670

建設局 経理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２９年度単価契約）（８月分）
9,659

建設局 経理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２９年度単価契約）（８月分）
29,802

建設局 経理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　第２原図製本等資料作成にかかる経費の支出について（８月分）
200,162

建設局 経理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　第２原図製本等資料作成にかかる経費の支出について（８月分）
10,995

建設局 経理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　第２原図製本等資料作成にかかる経費の支出について（８月分）
1,947

建設局 経理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　第２原図製本等資料作成にかかる経費の支出について（８月分）
11,240

建設局 経理課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
3,400

建設局 経理課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 書類作成用等　令和２年度ゴム印等単価契約にかかる買入経費の支出について（９月分）
5,494

建設局 経理課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務用　デジタル複合機（赤黒ツインカラー対応）にかかるコピー代金の支出について　（９月分）
14,495

建設局 経理課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（９月分-②）
1,650

建設局 経理課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（９月分-②）
1,197

建設局 経理課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（９月分-②）
25,650

建設局 経理課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 庁内情報用　令和２年度ドラム／トナーカートリッジ（１）ほか１点買入（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
249,095

建設局 経理課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 庁内情報用　令和２年度ドラム／トナーカートリッジ（１）ほか１点買入（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
42,515

建設局 経理課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 庁内情報用　令和２年度ドラム／トナーカートリッジ（１）ほか１点買入（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
3,135

建設局 経理課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 庁内情報用　令和２年度ドラム／トナーカートリッジ（１）ほか１点買入（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
6,270

建設局 経理課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 庁内情報用　令和２年度ドラム／トナーカートリッジ（１）ほか１点買入（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
6,270

建設局 管理課 令和02年10月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（８月分）の支出について①
17,204

建設局 管理課 令和02年10月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（８月分）の支出について②
8,602

建設局 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　其他委員等旅費 公園利用相談員の適正業務にかかる市内出張等交通費（９月分）の支出について
79,820

建設局 管理課 令和02年10月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　其他委員等旅費 適正化担当業務等にかかる市内出張旅費（公園９月分）の支出について
340

建設局 管理課 令和02年10月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 適正化担当業務等にかかる市内出張旅費（公園９月分）の支出について
3,680

建設局 管理課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 放棄車両のリサイクルに係る自動車リサイクル料金の支払いについて（７月分）
2,120

建設局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 適正化担当業務等にかかる市内出張旅費（道路９月分）の支出について
27,048

建設局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 令和２年９月分　管理課担当業務にかかる市内等出張交通費（道路・公園）の支出について
18,550

建設局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 公共施設の適正利用用正割材ほか２点買入経費の支出について
81,290

建設局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 道路使用料徴収用　ＯＣＲ用紙（納入通知書印影印刷）印刷にかかる経費の支出について
57,750

建設局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 「かたづけ・たい」活動報告はがきに係る郵便料金の支払いについて（９月分）
2,106

建設局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　道路管理システム対応端末機器等（その２）長期借入の支出について（令和２年９月分）
125,697

建設局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 令和２年９月分　管理課担当業務にかかる市内等出張交通費（道路・公園）の支出について
504
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建設局 管財課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 道路台帳システム用機器一式（その２）借入（再リース）に係る経費の支出について（９月分）
1,496

建設局 管財課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 道路管理事務用市内出張等交通費（令和２年９月分）の支出について
9,851

建設局 測量明示課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 測量業務用　虫よけスプレー-1ほか３点（その２）買入にかかる経費の支出について
83,586

建設局 測量明示課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量業務用平成３１年度小型普通自動車（建設局）長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
137,280

建設局 測量明示課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　船車賃借料 令和元年度小型普通自動車（建設局）－２長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
89,100

建設局 測量明示課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量業務用平成３０年度小型普通自動車（建設局）長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
355,410

建設局 測量明示課 令和02年10月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 測量業務用　コングルーボンド買入にかかる経費の支出について
47,850

建設局 測量明示課 令和02年10月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 市有不動産測量事務用コンピュータシステム長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
212,300

建設局 測量明示課 令和02年10月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量計算ＣＡＤシステム機器（基準点・市有地）長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
217,030

建設局 測量明示課 令和02年10月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器（道路・河川）長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
39,576

建設局 測量明示課 令和02年10月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　不動産賃借料 測量業務車両駐車用ＡＴＣビル内駐車場使用料の支出について（令和２年１１月分）
264,000

建設局 測量明示課 令和02年10月19日 一般会計 土木費 河川費 河川費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器（道路・河川）長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
31,854

建設局 測量明示課 令和02年10月19日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器（道路・河川）長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
129,870

建設局 測量明示課 令和02年10月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 測量明示業務用（道路事業）市内出張費等の支出について（令和２年９月分）
11,080

建設局 測量明示課 令和02年10月20日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 測量明示業務用（街路事業）市内出張費等の支出について（令和２年９月分）
1,680

建設局 測量明示課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 測量業務用　コート紙買入にかかる経費の支出について
39,600

建設局 測量明示課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 備品購入費　機械器具費 測量業務用　トータルステーションセット買入にかかる経費の支出について
2,035,000

建設局 道路部調整課 令和02年10月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道電気料金の支出について（令和２年８月使用分）
771,867

建設局 道路部調整課 令和02年10月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 街路灯電気料金（梅田新歩道橋分含む）の支出について（令和２年９月使用分）
50,470

建設局 道路部調整課 令和02年10月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道（冷房設備用）電気料金の支出について（令和２年９月使用分）
1,000,629

建設局 道路部調整課 令和02年10月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 水道料金（令和２年９月分）の支出について（楠根川分）
46,742

建設局 道路部調整課 令和02年10月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（令和２年９月使用分）
43,130

建設局 道路部調整課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 備品購入費　図書購入費 事務参考用　令和２年度版　橋梁架設工事の積算ほか１０点買入及び同経費の支出について
15,800

建設局 道路部調整課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 備品購入費　図書購入費 事務参考用　令和２年度版　橋梁架設工事の積算ほか１０点買入及び同経費の支出について
59,369

建設局 道路部調整課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 負担金、補助及交付金　分担金 Ｔｈｉｎｋ　Ｏｕｒ　Ｓｔｒｅｅｔ推進委員会　令和２年度負担金の支出について
50,000

建設局 道路部調整課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 道路事業等用市内等出張交通費の支出について（令和２年９月分・道路部調整課）
10,425

建設局 道路部調整課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等工業用水道料金の支出について（令和２年１０月分）
7,205

建設局 道路部調整課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 道路事業等用市内等出張交通費の支出について（令和２年９月分・道路部調整課）
160

建設局 道路部調整課 令和02年10月26日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 旅費　普通旅費 道路事業等用市内等出張交通費の支出について（令和２年９月分・道路部調整課）
2,040

建設局 道路部調整課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（令和２年９月使用分）
67,952,020

建設局 道路部調整課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（令和２年９月使用分）
191,145

建設局 道路部調整課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（令和２年９月使用分）
8,198

建設局 道路部調整課 令和02年10月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（９月分）生野区役所駐車場
273

建設局 道路部調整課 令和02年10月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（９月分）大阪駅前第1ビル地下駐車場等
1,664,005

建設局 道路部調整課 令和02年10月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（９月分）中央区役所駐車場
333,454

建設局 道路部調整課 令和02年10月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（９月分）船場パーキング
643,545

建設局 道路部調整課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（令和２年９月使用分）
1,329,221

建設局 道路部調整課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 街路灯等の電気メーターの誤配線に伴う電気料金の支出について（令和２年６月使用分）
6,604

建設局 道路部調整課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 街路灯等の電気メーターの誤配線に伴う電気料金の支出について（令和２年７月使用分）
7,142

建設局 道路部調整課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
19,629

建設局 道路部調整課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 遠方監視装置回線インターネット接続使用料（光回線）の支出について（令和２年９月使用分）
26,730

建設局 道路部調整課 令和02年10月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（９月分）桜橋駐車場
1,246,456

建設局 道路部調整課 令和02年10月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（９月分）長堀駐車場等
7,445,293

建設局 道路部調整課 令和02年10月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（９月分）出入橋駐車場
25,636

建設局 道路部調整課 令和02年10月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（９月分）扇町通地下駐車場等
13,230,904

建設局 道路部調整課 令和02年10月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（９月分）十三駐車場等
1,526,041

建設局 道路課 令和02年10月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 住之江工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
18,433,000
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建設局 道路課 令和02年10月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 住之江工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
1,957,000

建設局 道路課 令和02年10月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 平野工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
32,160,000

建設局 道路課 令和02年10月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 市岡工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
56,670,000

建設局 道路課 令和02年10月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 平野工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
3,540,000

建設局 道路課 令和02年10月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 市岡工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
8,330,000

建設局 道路課 令和02年10月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 西成区第３７８号線道路改良工事の工事費精算金の支出について
10,805,400

建設局 道路課 令和02年10月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 湊町駅前東西線の維持管理に関する協定に係る概算金の支出について（令和２年度）（後期分）
25,000,000

建設局 道路課 令和02年10月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 松島安治川線舗装補修工事の工事費前払金の支出について
33,930,000

建設局 道路課 令和02年10月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 負担金、補助及交付金　分担金 湊町駅前東西線の維持管理に関する協定に係る概算金の支出について（令和２年度）（後期分）
8,000,000

建設局 道路課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 住吉八尾線道路改良工事－４(科目追加）の工事費精算金の支出について
778,200

建設局 道路課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 住吉八尾線道路改良工事－４の工事費精算金の支出について
8,908,200

建設局 道路課 令和02年10月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 大阪駅前地下道東広場改築その他工事に関する2019年度その２協定に係る精算金の支出について
558,195,000

建設局 道路課 令和02年10月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 十三工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
32,720,000

建設局 道路課 令和02年10月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 西成区第２０４号線舗装補修工事の工事費前払金の支出について
7,190,000

建設局 道路課 令和02年10月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 国道１７２号（みなと通）舗装補修工事の工事費前払金の支出について
17,020,000

建設局 道路課 令和02年10月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 十三工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
3,150,000

建設局 道路課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 築港深江線（中央大通）東成２電線共同溝設置工事－３の工事費精算金の支出について
49,726,800

建設局 道路課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 築港深江線（中央大通）東成２電線共同溝設置工事－３(科目追加）の工事費精算金の支出について
10,778,400

建設局 道路課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 上新庄生野線（菅原城北大橋）舗装補修工事の工事費前払金の支出について
59,760,000

建設局 道路課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 工事請負費　改修工事費 上新庄生野線（菅原城北大橋）舗装補修工事の工事費前払金の支出について
17,850,000

建設局 道路課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 淀川区第１２２７号線外１歩道改良工事の工事費精算金の支出について
22,929,000

建設局 道路課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 淀川区第１２２７号線外１歩道改良工事(科目追加）の工事費精算金の支出について
9,978,400

建設局 道路課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 淀川区第１２２７号線外１歩道改良工事の工事費精算金の支出について
16,480,000

建設局 道路課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 淀川区第１２２７号線外１歩道改良工事(科目追加）の工事費精算金の支出について
2,456,200

建設局 道路課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 西淀川区第2009-01号線舗装補修工事の工事費前払金の支出について
27,680,000

建設局 道路課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 中浜工営所管内道路舗装修繕その他工事－２の工事費前払金の支出について
28,420,000

建設局 道路課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 中浜工営所管内道路舗装修繕その他工事－２の工事費前払金の支出について
5,090,000

建設局 道路課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 御堂筋共同溝の監視業務に関する受託契約書（令和２年度）第２回概算金の支出について
1,846,460

建設局 道路課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 東淀川区第３１５号線の２１歩道改良工事の工事費前払金の支出について
10,857,000

建設局 道路課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 東淀川区第３１５号線の２１歩道改良工事の工事費前払金の支出について
4,873,000

建設局 橋梁課 令和02年10月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 旅費　普通旅費 橋梁事業用市内等出張交通費の支出について（令和２年８月分・橋梁課）
16,274

建設局 橋梁課 令和02年10月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 工事請負費　改修工事費 豊里大橋補修工事の工事費精算金の支出について
26,180,400

建設局 橋梁課 令和02年10月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 工事請負費　改修工事費 菅原城北大橋補修工事ー２の工事費前払金の支出について
14,220,000

建設局 橋梁課 令和02年10月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 委託料　委託料 端建蔵橋土質調査業務委託－２の委託料前払金の支出について
3,760,000

建設局 橋梁課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　不動産賃借料 市道福島桜島線・朝日橋西取付部における土地賃借料（令和２年度）の支出について
47,243

建設局 橋梁課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 使用料及賃借料　不動産賃借料 市道福島桜島線・朝日橋西取付部における土地賃借料（令和２年度）の支出について
21,008

建設局 橋梁課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 工事請負費　改修工事費 神洲橋舗装補修工事の工事費前払金の支出について
12,550,000

建設局 橋梁課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 工事請負費　改修工事費 中島新橋改良工事－３の精算金の支出について
15,879,600

建設局 橋梁課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 旅費　普通旅費 橋梁事業用市内等出張交通費の支出について（令和２年９月分・橋梁課）
9,954

建設局 街路課 令和02年10月09日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 豊里矢田線外１舗装新設工事－３４の工事費精算金の支出について
13,077,000

建設局 街路課 令和02年10月09日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 豊里矢田線外１舗装新設工事－３４(科目追加）の工事費精算金の支出について
1,965,500

建設局 街路課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 河堀口舎利寺線舗装新設その他工事－５の工事費前払金の支出について
18,307,000

建設局 街路課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 河堀口舎利寺線舗装新設その他工事－５の工事費前払金の支出について
1,913,000

建設局 街路課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 街路事業用市内等出張交通費の支出について（令和２年８月分・街路課）
58,178

建設局 街路課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 疎開跡地（道路）賃借料の変更に伴う支出について（令和２年度上半期分１回目・馬場靖久外１８名）
11,192,200

建設局 街路課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 疎開跡地（道路）賃借料の変更に伴う支出について（令和２度分上半期分１回目）（供託分）
411,591

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年10月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 道路事業用　デジタルカメラ　買入にかかる経費の支出について
227,656
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建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年10月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 もと今福出張所　令和2年8月分電気料金の支出について
98,403

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年10月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 田島工営所　令和２年９月分電気料金の支出について
440,594

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年10月02日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 真田山公園事務所庁舎機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について(令和２年４月～８月）
20,900

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年10月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 道路事業用　マグネット付ハンディレベルほか2点　買入にかかる経費の支出について
60,060

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年10月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 東部方面管理事務所　9月使用分電話等料金の支出について
96,416

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年10月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 道路事業用　住宅地図(城東区）ほか3点　買入にかかる経費の支出について
302,720

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年10月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
67,404

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年10月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
12,000

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年10月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,310

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年10月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 大雨洪水注意報発令による深夜出勤にかかるタクシー料金の立替払いの支出について(その６)
3,960

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年10月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,720

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年10月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 田島工営所にかかるガス料金の支出について（2020年９月分）
43,059

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年10月23日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 田島工営所庁舎清掃業務委託　長期継続　にかかる経費の支出について
388,120

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年10月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 中浜工営所　連絡調整用市内出張等交通費の支出について（令和２年９月分）
5,944

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年10月27日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度安全運転管理者等法定講習受講料の支出について（中浜工営所）
9,000

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 田島工営所にかかる水道料金の支出について（令和２年９月分）
123,563

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 田島工営所にかかる水道料金の支出について（令和２年９月分）
250,879

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（９月分）
5,560

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年10月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（９月分）
7,960

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年10月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　なにわ８８０あ１４１９号車修繕（緊急）にかかる経費の支出について
54,439

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
24,281

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,000

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,030

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,400

建設局 田島工営所 令和02年10月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（令和２年８月分）
5,508

建設局 田島工営所 令和02年10月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
5,660

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和02年10月02日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北公園工業用水道使用料の支出について（８月分）
529,061

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和02年10月02日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北菖蒲園下水道使用料の支出について（８月分）
689,084

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和02年10月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
8,214

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和02年10月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,410

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和02年10月09日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費等の支出について（８月分）
4,030

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和02年10月09日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　鶴見緑地公園事務所電話使用料の支出について（８月分）事務所用
42,209

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和02年10月13日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 旭運動場（過年度分）における還付について
9,000

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和02年10月13日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 旭運動場（過年度分）における還付について
6,000

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和02年10月19日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　城北公園事務所電話使用料の支出について（８月分）事務所用
8,769

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 桜之宮野球場にかかる電気（中部電力ミライズ）料金の支出について（９月分）
94,404

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和02年10月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北菖蒲園下水道使用料の支出について（９月分）
1,781,254

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和02年10月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北公園工業用水道使用料の支出について（９月分）
198,616

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和02年10月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
29,342

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和02年10月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,848

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和02年10月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,410

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費等の支出について（９月分）
6,370

建設局 真田山公園事務所 令和02年10月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　真田山公園事務所電話料金の支出について（令和2年8月分）
43,103

建設局 真田山公園事務所 令和02年10月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について（８月分）
19,538

建設局 真田山公園事務所 令和02年10月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 真田山庭球場における（3/27）過年度還付について
800

建設局 真田山公園事務所 令和02年10月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道使用料の支出について（令和2年9月分）
2,701

建設局 真田山公園事務所 令和02年10月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道使用料の支出について（令和2年9月分）
1,581
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建設局 真田山公園事務所 令和02年10月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について（真田山公園野球場　令和2年9月分）
201,112

建設局 真田山公園事務所 令和02年10月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　燃料費 公園管理用　巽公園ガス使用料の支出について（令和2年9月分）
2,200

建設局 真田山公園事務所 令和02年10月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について（桃谷野球場　令和2年9月分）
79,439

建設局 真田山公園事務所 令和02年10月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
22,901

建設局 真田山公園事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園駐車場及び公園電気使用料の支出について（令和2年9月分）
59,784

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月02日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　普通旅費 病気休職者面談に係る管外出張命令について（７月分）
5,710

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月02日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　普通旅費 病気休職者面談に係る管外出張命令について（６月分）
2,670

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 施設管理用　エアコン買入にかかる経費の支出について
44,550

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月02日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 道頓堀川水門ほか１か所　電気料金の支出について（８月分）
975,521

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月02日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 庁舎管理用　大阪城公園事務所２階女子更衣室空調機修繕にかかる経費の支出について
50,028

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　燃料費 船舶用燃料費の支出について（軽油　８月分　単価契約）
247,676

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 文書整理用　ダンボール箱　買入にかかる経費の支出について
34,980

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 現場作業用　ＡＢＣ粉末消火器ほか１点　買入にかかる経費の支出について
28,600

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 現場作業用　ＡＢＣ粉末消火器ほか１点　買入にかかる経費の支出について
4,080

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月08日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 文書整理用　ダンボール箱　買入にかかる経費の支出について
4,664

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月09日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　船車修繕料 車両整備用　なにわ800す2336号車自動車定期整備（中間点検）にかかる経費の支出について
6,050

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　市岡工営所３階事務室空調設備修繕（緊急）にかかる経費の支出について
38,500

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　蛍光灯　買入にかかる経費の支出について
23,100

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 現場作業用　冷感マスク（その２）　買入にかかる経費の支出について
19,140

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月14日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　道頓堀川水門管理棟及び東横堀川水門管理棟トイレ修繕にかかる経費の支出について
476,597

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月15日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　普通旅費 病気休職者面談に係る管外出張命令について（９月分）
5,710

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月15日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　普通旅費 病気休職者面談に係る管外出張命令について（８月分）
5,710

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 令和元年11月18日発生の交通事故に伴う本市車両修繕費用（なにわ880あ1150）の支出について
343,192

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 施設管理用　液晶テレビほか１点買入にかかる経費の支出について
44,990

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　なにわ800す1408ほか3台自動車定期整備（中間点検）にかかる経費の支出について
91,300

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 施設管理用　液晶テレビほか１点買入にかかる経費の支出について
4,070

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月16日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 施設管理用　液晶テレビほか１点買入にかかる経費の支出について
44,990

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月16日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　手数料 施設管理用　液晶テレビほか１点買入にかかる経費の支出について
4,070

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　燃料費 船舶用燃料費の支出について（軽油　９月分　単価契約）
314,358

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
25,556

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 施設管理用　落書き・貼り紙除去剤ほか２０点買入にかかる経費の支出について
30,140

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
45,210

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,140

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月23日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 施設管理用　落書き・貼り紙除去剤ほか２０点買入にかかる経費の支出について
304,568

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 市岡工営所　電気料金の支出について（９月分）
479,632

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 上之宮出張所　電気料金の支出について（９月分）
190,747

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月26日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 施設管理用　看板買入にかかる経費の支出について
27,500

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　作業車（なにわ880　あ　1164）修繕（緊急）にかかる経費の支出について
36,300

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　備品修繕料 道路維持作業用　プレートコンパクター修繕（緊急）にかかる経費の支出について
96,635

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月27日 一般会計 土木費 河川費 河川費 備品購入費　機械器具費 施設管理用　オイルフェンス買入にかかる経費の支出について
154,000

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　燃料費 プロパンガス（千本松渡船場ほか４か所）買入（単価契約）（９月分）にかかる経費の支出について
19,979

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 安全衛生用　ヘルメット　買入にかかる経費の支出について
146,300

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年10月30日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 道頓堀川水門ほか１か所　電気料金の支出について（９月分）
847,202

建設局 市岡工営所 令和02年10月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内等出張交通費の支出について（７月分）
9,346

建設局 市岡工営所 令和02年10月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内等出張交通費の支出について（８月分）
3,434

建設局 市岡工営所 令和02年10月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
40,781

建設局 市岡工営所 令和02年10月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
30,635
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建設局 市岡工営所 令和02年10月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
12,760

建設局 市岡工営所 令和02年10月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
880

建設局 市岡工営所 令和02年10月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
56,915

建設局 市岡工営所 令和02年10月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
20,000

建設局 市岡工営所 令和02年10月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,280

建設局 市岡工営所 令和02年10月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,950

建設局 河川・渡船管理事務所 令和02年10月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 渡船「海桜」中間検査及び「福崎丸」定期検査にかかる法定点検の手数料の支出について
76,300

建設局 河川・渡船管理事務所 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
28,533

建設局 河川・渡船管理事務所 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
16,500

建設局 河川・渡船管理事務所 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
8,800

建設局 河川・渡船管理事務所 令和02年10月16日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
14,772

建設局 河川・渡船管理事務所 令和02年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 船舶緊急連絡用携帯電話料金にかかる経費の支出について（９月分）
5,090

建設局 河川・渡船管理事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 河川・渡船事業用市内出張交通費（令和２年９月分）にかかる経費の支出について
1,798

建設局 河川・渡船管理事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
10,345

建設局 河川・渡船管理事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
16,500

建設局 河川・渡船管理事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 落合下渡船場の渡船運航業務委託 長期継続 にかかる経費の支出について（第２四半期分）
10,655,700

建設局 河川・渡船管理事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 落合上渡船場の渡船運航業務委託　長期継続　にかかる経費の支出について（第２四半期分）
10,786,600

建設局 河川・渡船管理事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 河川費 河川費 旅費　普通旅費 河川・渡船事業用市内出張交通費（令和２年９月分）にかかる経費の支出について
1,540

建設局 河川・渡船管理事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 河川費 河川費 旅費　普通旅費 河川・渡船事業用市内出張交通費（令和２年８月分その２）にかかる経費の支出について
1,080

建設局 河川・渡船管理事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,020

建設局 河川・渡船管理事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
19,200

建設局 大阪城公園事務所 令和02年10月02日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について(松島公園野球場　令和２年８月分)
130,142

建設局 大阪城公園事務所 令和02年10月02日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について(大阪城公園事務所　令和２年８月分)
152,279

建設局 大阪城公園事務所 令和02年10月06日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について（靭公園【西園】令和２年８月分）
119,227

建設局 大阪城公園事務所 令和02年10月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　大阪城公園事務所「旧西部方面公園事務所」電話料金（令和２年８月分）の支出について
7,152

建設局 大阪城公園事務所 令和02年10月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　大阪城公園事務所電話料金（令和２年８月分）の支出について
25,057

建設局 大阪城公園事務所 令和02年10月13日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 靭公園（過年度分）における還付について
8,040

建設局 大阪城公園事務所 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新町北公園（過年度分）における還付について
610

建設局 大阪城公園事務所 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新阿波座公園（過年度分）における還付について
610

建設局 大阪城公園事務所 令和02年10月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費（９月分）の支出について
10,344

建設局 大阪城公園事務所 令和02年10月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
31,020

建設局 大阪城公園事務所 令和02年10月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,590

建設局 大阪城公園事務所 令和02年10月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,600

建設局 大阪城公園事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　大阪城公園事務所水道使用料の支出について（令和２年９月分）
187,177

建設局 大阪城公園事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 負担金、補助及交付金　会費 公園事業用　令和２年度安全運転管理者等講習受講料の支出について
4,500

建設局 八幡屋公園事務所 令和02年10月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について（８月分）
12,290

建設局 八幡屋公園事務所 令和02年10月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
22,939

建設局 八幡屋公園事務所 令和02年10月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
10,230

建設局 八幡屋公園事務所 令和02年10月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
5,300

建設局 八幡屋公園事務所 令和02年10月09日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　電話料金の支出について(令和２年８月分)八幡屋公園事務所
27,727

建設局 八幡屋公園事務所 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,378

建設局 八幡屋公園事務所 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
19,910

建設局 八幡屋公園事務所 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,000

建設局 八幡屋公園事務所 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,000

建設局 八幡屋公園事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
12,610

建設局 八幡屋公園事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金（小林公園野球場）の支出について（令和２年９月分）八幡屋公園事務所
85,718

建設局 八幡屋公園事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金（千島公園）の支出について（令和２年９月分）八幡屋公園事務所
108,037
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建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年10月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 道路事業用　工事標識灯用電池の買入にかかる経費の支出について
66,880

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年10月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 道路事業用　ラッカースプレー -1ほか3点買入にかかる経費の支出について
77,440

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年10月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　ビニール袋ほか3点買入にかかる経費の支出について
77,825

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年10月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　平野工営所給湯設備修繕（緊急）にかかる経費の支出について
211,750

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年10月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　自動車（なにわ880あ2089）修繕（緊急）にかかる経費の支出について
129,855

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年10月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 なにわ800す4021号車ほか2台自動車定期整備（中間点検６か月）にかかる経費の支出について
44,000

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年10月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ880あ586）修繕（緊急）にかかる経費の支出について
79,717

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（令和２年８月分）
6,394

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　蛍光灯買入にかかる経費の支出について
29,700

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両管理用　なにわ800せ631号車自動車定期整備（中間点検）にかかる経費の支出について
22,731

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　北加賀屋公園詰所倉庫シャッター修繕にかかる経費の支出について
522,395

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　旧南工営所水道代（令和２年９月分）の支出について
3,633

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年10月28日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 平野工営所庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について
642,400

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
13,096

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 道路事業用　ソーチェーン(チェーンソー替刃)ほか５点買入にかかる経費の支出について
197,450

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 道路事業用　ヘルメット買入にかかる経費の支出について
41,250

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 道路維持作業用　グラウンドレーキ買入にかかる経費の支出について
29,700

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
16,608

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　もと南工営所光熱水費の支出について（令和２年９分電気料金）
51,602

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 道路維持作業用　自動車（なにわ880あ1168）修繕（緊急）にかかる経費の支出について
58,894

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 現場作業用　２ｔ作業車（なにわ800す4021）リアゲート修繕（緊急）に係る経費の支出について
302,500

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
4,950

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
8,276

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
900

建設局 平野工営所 令和02年10月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費（令和２年８月分）の支出について
1,586

建設局 平野工営所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費（令和２年９月分）の支出について
1,008

建設局 平野工営所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
29,531

建設局 平野工営所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
19,800

建設局 平野工営所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,256

建設局 平野工営所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,120

建設局 長居公園事務所 令和02年10月09日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（８月分）
8,310

建設局 長居公園事務所 令和02年10月12日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
14,729

建設局 長居公園事務所 令和02年10月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
12,760

建設局 長居公園事務所 令和02年10月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　浅香中央公園の電気使用料の支出について（令和2年9月分）
148,648

建設局
北部方面管理事務所管
理課

令和02年10月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ880あ571号車）修繕（緊急）にかかる経費の支出について
212,481

建設局
北部方面管理事務所管
理課

令和02年10月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　なにわ800さ7502号車ほか2台自動車定期整備（中間点検）の経費の支出について
61,050

建設局
北部方面管理事務所管
理課

令和02年10月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 なにわ800せ2326号車ほか4台自動車定期整備（中間点検）にかかる経費の支出について
99,352

建設局
北部方面管理事務所管
理課

令和02年10月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 現場作業用　安全長靴ほか１点買入にかかる経費の支出について
34,320

建設局
北部方面管理事務所管
理課

令和02年10月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 現場作業用　スコッチコーンほか１点買入にかかる経費の支出について
64,460

建設局
北部方面管理事務所管
理課

令和02年10月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　十三工営所１階自動水栓修繕（緊急）にかかる経費の支出について
118,800

建設局
北部方面管理事務所管
理課

令和02年10月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 道路維持作業用　フォークリフト点検整備にかかる経費の支出について
60,500

建設局
北部方面管理事務所管
理課

令和02年10月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 現場作業用　道路線引き用塗料－１ほか１点買入にかかる経費の支出について
16,500

建設局
北部方面管理事務所管
理課

令和02年10月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 文書廃棄用　ダンボール箱買入（その２）にかかる経費の支出について
25,300

建設局
北部方面管理事務所管
理課

令和02年10月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 十三公園事務所庁舎機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（令和２年４月～８月）
23,650

建設局
北部方面管理事務所管
理課

令和02年10月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ880あ2393号車）修繕にかかる経費の支出について
90,739

建設局
北部方面管理事務所管
理課

令和02年10月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 備品購入費　機械器具費 現場作業用　エンジンヘッジトリマー買入にかかる経費の支出について
66,000

建設局
北部方面管理事務所管
理課

令和02年10月27日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 庁舎管理用　十三工営所庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（第４回中間）
817,116
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建設局
北部方面管理事務所管
理課

令和02年10月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 扇町公園事務所庁舎機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（令和２年４月～８月分）
26,400

建設局
北部方面管理事務所管
理課

令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　十三工営所電気料金（9月分）にかかる経費の支出について
286,247

建設局
北部方面管理事務所管
理課

令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　野田工営所電気料金（9月分）にかかる経費の支出について
331,128

建設局 野田工営所 令和02年10月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（８月分）
5,661

建設局 野田工営所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（９月分）
13,148

建設局 野田工営所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
14,990

建設局 野田工営所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
36,520

建設局 野田工営所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
19,250

建設局 十三工営所 令和02年10月08日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
800

建設局 十三工営所 令和02年10月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
33,230

建設局 十三工営所 令和02年10月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
8,276

建設局 十三工営所 令和02年10月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
12,760

建設局 十三工営所 令和02年10月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
400

建設局 十三工営所 令和02年10月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 道路調整用等市内出張交通費の支出について（８月分）
14,219

建設局 十三工営所 令和02年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
38,051

建設局 十三工営所 令和02年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,950

建設局 十三工営所 令和02年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
17,435

建設局 扇町公園事務所 令和02年10月12日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　南天満公園の電気使用料の支出について（８月分）
40,660

建設局 扇町公園事務所 令和02年10月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　扇町公園事務所（高圧）の電気使用料の支出について（９月分）
123,535

建設局 扇町公園事務所 令和02年10月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　中之島公園（高圧）の電気使用料の支出について（９月分）
62,138

建設局 扇町公園事務所 令和02年10月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　扇町公園（高圧）の電気使用料の支出について（９月分）
166,879

建設局 扇町公園事務所 令和02年10月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,597

建設局 扇町公園事務所 令和02年10月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
19,910

建設局 扇町公園事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　其他委員等旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について（９月分　会計年度任用職員）
320

建設局 扇町公園事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
4,440

建設局 十三公園事務所 令和02年10月06日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　矢倉緑地公園　上水使用料の支出について（８月分）
21,392

建設局 十三公園事務所 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
62,835

建設局 十三公園事務所 令和02年10月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
550

建設局 十三公園事務所 令和02年10月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
19,580

建設局 十三公園事務所 令和02年10月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　矢倉緑地下水道使用料金の支出について(９月分)
8,300

建設局 十三公園事務所 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　十三公園電気使用料の支出について（９月分）
163,979

建設局 十三公園事務所 令和02年10月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について(９月分)
5,053

建設局 十三公園事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　矢倉緑地公園　上水使用料の支出について（９月分）
13,740

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園事業用　令和2年度十三公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託にかかる経費の支出について（第３四半期）
1,201,200

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園事業用　令和2年度扇町公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託にかかる経費の支出について（第３四半期）
1,037,036

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園事業用　令和2年度長居公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託にかかる経費の支出について（第３四半期）
1,456,537

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園事業用　令和2年度八幡屋公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託にかかる経費の支出について（第３四半期）
1,061,780

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園事業用　令和2年度大阪城公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託にかかる経費の支出について（第３四半期）
328,702

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園事業用　令和2年度真田山公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託にかかる経費の支出について（第３四半期）
487,058

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園事業用　令和2年度鶴見緑地公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託にかかる経費の支出について（第３四半期分）
959,200

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園事業用　令和2年度中之島公園ほか２３公園清掃除草作業業務委託にかかる経費の支出について（第３四半期）
19,088,819

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報償費　報償金 第２回大公園の魅力向上に向けたあり方検討懇談会の経費の支出について
71,220

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月06日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について（８月分）
10,422

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月09日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公共施設の花飾り用　サルビア・スプレンデンスほか１５点買入及び同経費の支出について
84,700

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月09日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園管理用　剪定鋸替刃ほか１９点買入および同経費の支出について
320,760

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月14日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
16,582

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月14日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園管理用　強力両面テープほか１点買入（その２）および同経費の支出について
72,600
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建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月14日 一般会計 土木費 公園費 公園費 負担金、補助及交付金　補助金 平野区児童遊園整備費補助金の支出について（立江児童遊園）
37,400

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園管理用　令和２年度真田山公園事務所管内一円公園一般廃棄物分別収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第１回）
2,246,551

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園管理用　令和２年度大阪城公園事務所管内産業廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第２回）
853,248

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園管理用　令和２年度大阪城公園事務所管内一円公園一般廃棄物分別収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第２回）
1,577,113

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 報償費　報償金 第３回大阪市公園及びその他施設指定管理予定者選定会議の経費の支出について（９月24日開催分）
103,650

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　庁内情報利用カラープリンタ一式長期借入（再リース）にかかる経費の支出について　９月分
13,574

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公共施設の花飾り用　アスターほか６６点買入及び同経費の支出について
822,800

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園管理用　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入にかかる経費の支出について（天王寺動物公園事務所ほか５か所　９月分）
26,312

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園管理用　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入にかかる経費の支出について（長居公園事務所ほか１か所 ９月分）
9,900

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園管理用　南京錠－1ほか６点買入にかかる経費の支出について
510,694

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度鶴見緑地及び他11施設管理運営業務代行料の支出について（第２回）
58,574,675

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度長居公園、長居陸上競技場及び長居公園地下駐車場ほか６施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
63,703,708

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園管理用　植物銘板－１ほか２点買入および同経費の支出について
320,234

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 令和２年度長居公園、長居陸上競技場及び長居公園地下駐車場ほか６施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
115,342,152

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 令和２年度鶴見緑地及び他11施設管理運営業務代行料の支出について（第２回）
162,891,540

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　後納郵便料金の支出について（９月分）
12,522

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園管理用　令和２年度八幡屋公園事務所管内一円公園一般廃棄物分別収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第５回）
971,119

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　印刷製本費 緑化普及啓発用　緑化普及啓発広報紙「ひふみ」印刷及び同経費にかかる経費について（第２回分納分）
50,985

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園管理用　令和２年度扇町公園事務所管内一円公園一般廃棄物分別収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第５回）
1,057,517

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 負担金、補助及交付金　補助金 平野区児童遊園整備費補助金の支出について（瓜破西児童遊園）
27,500

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　其他委員等旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について(9月分)
414

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について(9月分)
19,812

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（調整課・９月分）
48,322

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園管理用　ETC利用高速道路通行料（８月分）の支出について
2,490

建設局 公園緑化部調整課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 公園管理用　ETC利用高速道路通行料（８月分）の支出について
3,160

建設局 公園課 令和02年10月02日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　中津南公園複合遊具修繕の経費の支出について
275,000

建設局 公園課 令和02年10月02日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　桃ヶ池公園健康遊具修繕の経費の支出について
378,400

建設局 公園課 令和02年10月02日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　鶴見緑地公園事務所管内施設補修工事－２の工事費（精算金）の支出について
13,380,400

建設局 公園課 令和02年10月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　桜之宮公園野球場防球柵修繕（緊急）の経費の支出について
1,540,000

建設局 公園課 令和02年10月09日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　道仁公園健康遊具修繕の経費の支出について
245,850

建設局 公園課 令和02年10月09日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　長居公園事務所管内施設補修工事－４の工事費の精算払いについて
8,280,500

建設局 公園課 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 公園事業用　令和２年度西部方面管理事務所管内公園改修工事に伴う設計業務委託の委託費（前払金）の支出について
1,300,000

建設局 公園課 令和02年10月12日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園事業用　令和２年度西部方面管理事務所管内公園改修工事に伴う設計業務委託の委託費（前払金）の支出について
1,800,000

建設局 公園課 令和02年10月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　新規工事費 公園事業用　巽公園新設工事の工事費（精算金）の支出について
35,122,100

建設局 公園課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　江成公園ブランコ修繕の経費の支出について
176,000

建設局 公園課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　城北公園東便所男子和便器修繕（緊急）の経費の支出について
167,200

建設局 公園課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　南港中央公園駐車場横トイレ用具扉修繕の経費の支出について
385,000

建設局 公園課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　北大江公園スイング遊具修繕の経費の支出について
161,700

建設局 公園課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　八幡屋公園事務所管内施設補修工事の工事費（前払金）の支出について
2,360,000

建設局 公園課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　大阪城公園事務所管内施設補修工事の工事費（前払金）の支出について
1,900,000

建設局 緑化課 令和02年10月06日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　十三公園事務所管内公園樹維持工事の前払金の支出について
23,000,000

建設局 緑化課 令和02年10月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　鶴見緑地公園事務所管内街路樹維持工事の前払金の支出について
27,240,000

建設局 緑化課 令和02年10月09日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　其他委員等旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（８月分）
4,740

建設局 緑化課 令和02年10月09日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（８月分）
12,290

建設局 緑化課 令和02年10月09日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園管理用　令和2年度大阪城公園事務所管内一円公園除草業務委託の経費の支出について（第1回）
7,199,500

建設局 緑化課 令和02年10月09日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　大阪城公園事務所管内街路樹維持工事－２の前払金の支出について
16,020,000

建設局 緑化課 令和02年10月09日 一般会計 土木費 公園費 公園費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度【第４１回都市緑花のための土壌・農薬・病害虫対策研修会】への参加及び同経費の支出について
22,000
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建設局 緑化課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　真田山公園事務所管内街路樹更新その他工事の前払金の支出について
35,330,000

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月02日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 動物園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年8月分）
9,079

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月02日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年8月分）
47,230

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月02日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　建物修繕料 動物園管理用　天王寺動物園 夜行性動物舎他1箇所空調機器修繕にかかる経費の支出について
561,000

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月02日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年8月分）
2,600

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月02日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 動物園管理用　ＷＥＢチケット端末ＳＩＭカード通信費（令和２年８月分）の支出について
2,232

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月02日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 動物園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年8月分）
8,400

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月05日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　高度さらし粉買入にかかる経費の支出について
101,200

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月05日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 動物園管理用　令和２年度天王寺動物園内臨床検査業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（８月分）
117,150

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月09日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　剪定鋸ほか4点買入にかかる経費の支出について
60,390

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月09日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　飛散防止ネット買入にかかる経費の支出について
75,900

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月09日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　缶バッジパーツ買入にかかる経費の支出について
85,800

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月09日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　トイレットペーパー　買入にかかる経費の支出について
261,800

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月09日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 動物園管理用　ひかり電話使用料（令和２年８月分）の支出について
46,756

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月12日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　虫よけスプレーほか１点買入にかかる経費の支出について
57,750

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月14日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　建物修繕料 動物園管理用　天王寺動物園爬虫類生態館イグアナ展示場給水バルブ修繕（緊急）にかかる経費の支出について
80,300

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月15日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　手数料 准認定ファンドレイザー必修研修受講にかかる経費の支出について
152

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月15日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 負担金、補助及交付金　会費 准認定ファンドレイザー必修研修受講にかかる経費の支出について
16,500

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 旅費　普通旅費 動物園管理用　市内等出張交通費の支出について（８月分）
12,193

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月22日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 報償費　報償金 動物園管理用　「ペンギン・アシカ舎基本設計」にかかる専門的助言及び意見交換に係る経費の支出について（第2回）
65,600

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気（電力自由化分）料金（令和２年９月分）の支出について
249,127

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　タブレット端末の調達及びデータ通信サービス契約にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
2,250

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　令和2年度ウッドチップ概算買入にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
108,240

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 動物園管理用　天王寺動物園の発電設備に係るアンシラリーサービス料金の支出について（令和２年９月分）
275

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 動物園管理用　天王寺動物園の井河水の使用水量に係る下水道使用料の支出について（令和２年９月分）
2,053,537

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 動物園管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける通信サービス料金（令和２年９月分）の支出について
5,225

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 動物園管理用　タブレット端末の調達及びデータ通信サービス契約にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
11,150

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 自動血球計数装置借入（再リース）にかかる経費の支出について（9月分）
2,519

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　顕微鏡および顕微鏡デジタルカメラセット長期借入にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
23,868

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　血液分析装置長期借入にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
64,800

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　動物用手術台長期借入にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
27,378

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　人工呼吸器および吸入麻酔器・気化器一式長期借入にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
39,420

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 超低温冷凍庫（ディープフリーザー）借入（再リース）にかかる経費の支出について（9月分）
2,365

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　動物用保育器長期借入にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
27,540

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　診断用Ｘ線高電圧装置（天井走行式）長期借入にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
205,092

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　超音波画像診断装置長期借入にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
63,072

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 備品購入費　機械器具費 動物園管理用　防犯カメラ買入にかかる経費の支出について
471,900

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月26日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　建物修繕料 動物園管理用　天王寺動物園爬虫類生態館空調機器修繕にかかる経費の支出について
1,870,000

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 魅力向上事業用　天王寺動物園　獣舎ゾーン整備計画及び事業費算出業務委託の支出について
13,101,000

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
17,622

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 動物園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
15,510

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月29日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
17,487

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月29日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　備品修繕料 動物園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
3,000

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月29日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　鳥用ペレットほか12点上半期概算買入にかかる経費の支出について（9月分）
366,025

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月29日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　医薬材料費 動物園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
18,744

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月29日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　手数料 動物園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
8,910

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月29日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 原材料費　工事材料費 動物園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
4,675
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建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園・動物園管理用　天王寺動物公園内警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（第28回中間払い）
1,406,874

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　令和2年度次亜塩素酸ソーダ（低食塩）ほか1点概算買入にかかる経費の支出について（上半期分）
566,896

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　リクガメ用ペレットほか４点上半期概算買入にかかる経費の支出について（9月分）
14,630

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　Ｌ型発酵乳酸カルシウム上半期概算買入にかかる経費の支出について（9月分）
91,850

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　冷凍マウスほか５点上半期概算買入にかかる経費の支出について（9月分）
248,325

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　ミールワームほか４点上半期概算買入にかかる経費の支出について（９月分）
113,300

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　キャットフードほか３点上半期概算買入にかかる経費の支出について（9月分）
52,855

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　リーフイーター用ペレットほか３点上半期概算買入にかかる経費の支出について（9月分）
64,020

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　医薬材料費 動物園管理用　マイクロチップ　トローバンISO型ほか２点　買入にかかる経費の支出について
555,720

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 公園・動物園管理用　天王寺動物公園内警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（第28回中間払い）
2,721,802

建設局 臨港方面事務所管理課 令和02年10月09日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,148

建設局 臨港方面事務所管理課 令和02年10月09日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
300

建設局 臨港方面事務所管理課 令和02年10月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 臨港方面管理用カラープリンターインクカートリッジ－１ほか6点買入にかかる経費の支出について
9,269

建設局 臨港方面事務所管理課 令和02年10月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 臨港方面管理用カラープリンターインクカートリッジ－１ほか6点買入にかかる経費の支出について
9,268

建設局 臨港方面事務所管理課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
32,643

建設局 臨港方面事務所管理課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
493

建設局 臨港方面事務所管理課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
13,026

建設局 臨港方面事務所管理課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 臨港方面管理用市内等出張交通費の支出について（令和２年９月分）
3,680

建設局 臨港方面事務所管理課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 臨港方面管理用市内等出張交通費の支出について（令和２年９月分）
4,422

建設局 企画課 令和02年10月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報償費　報償金 御堂筋における道路協力団体指定に係る意見聴取の実施に伴う謝礼金の支出について
15,500

建設局 企画課 令和02年10月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 御堂筋の歩行者空間化に関する国土交通省との意見交換にかかる管外出張旅費の支出について
29,780

建設局 企画課 令和02年10月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 中之島通歩行者空間化に伴う交通影響検証等業務委託の委託料前払金の支出について
14,140,000

建設局 企画課 令和02年10月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 打合せ等用市内出張交通費の支出について（８月分）
30,306

建設局 企画課 令和02年10月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 御堂筋空間再編事業整備効果等検討業務委託の委託料精算金の支出について
16,313,000

建設局 企画課 令和02年10月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 御堂筋空間再編事業整備効果等検討業務委託（科目追加）の委託料精算金の支出について
55,000

建設局 企画課 令和02年10月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 令和２年度　御堂筋道路空間再編整備計画作成に向けた調査検討業務委託の委託料前払金の支出について
7,490,000

建設局 企画課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 新宿通り及び宮益坂の現地視察及び社会実験検証結果のヒアリングにかかる管外出張旅費の支出について
59,760

建設局 企画課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 国際博覧会推進本部事務局との打合せに関する出張について
59,560

建設局 方面調整課 令和02年10月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報償費　報償金 令和2年度　大阪市立有料自転車駐車場指定管理予定者選定会議（第１回）にかかる委員報酬の支出について
66,000

建設局 方面調整課 令和02年10月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 放置自転車管理システム用回線使用料の支出について（８月分）
15,367

建設局 方面調整課 令和02年10月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 打合せ等用市内等出張交通費の支出について（８月分）
14,900

建設局 方面調整課 令和02年10月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 市岡工営所管内路面表示設置その他工事－２の前払金の支出について
2,170,000

建設局 方面調整課 令和02年10月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 自転車対策事務にかかる市内等出張交通費（近接地を含む）の支出について（８月分）
4,360

建設局 方面調整課 令和02年10月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 自転車保管所管理運営業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
23,230,704

建設局 方面調整課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 放置自転車管理システム機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
397,210

建設局 方面調整課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 我孫子自転車保管所機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について
349,800

建設局 方面調整課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　不動産賃借料 放置自転車対策に係る南巽駅自転車駐車場土地賃借料の支出について（第二四半期分）
1,125,960

建設局 方面調整課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 方面調整課（自転車施策担当）事務に係る市内等出張交通費の支出について（９月分）
6,052

建設局 方面調整課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 自転車保管所管理運営業務委託における自転車等返還通知書用後納郵便料金の支払いについて（９月分）
200,403

建設局 方面調整課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 令和２年度放置自転車等運搬業務委託－１０にかかる経費の支出について（９月分）
2,772,000

建設局 方面調整課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 令和２年度放置自転車等運搬業務委託－１にかかる経費の支出について（９月分）
3,355,000

建設局 方面調整課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 令和２年度放置自転車等運搬業務委託－５にかかる経費の支出について（９月分）
1,474,000

建設局 方面調整課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 令和２年度放置自転車等運搬業務委託－９にかかる経費の支出について（９月分）
3,135,000

建設局 方面調整課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 令和２年度放置自転車等運搬業務委託－２にかかる経費の支出について（９月分）
2,112,000

建設局 方面調整課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 令和２年度放置自転車等運搬業務委託－３にかかる経費の支出について（９月分）
1,122,000

建設局 方面調整課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 令和２年度放置自転車等運搬業務委託－６にかかる経費の支出について（９月分）
1,826,000

建設局 方面調整課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 令和２年度放置自転車等運搬業務委託－８にかかる経費の支出について（９月分）
1,914,000
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建設局 方面調整課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 令和２年度放置自転車等運搬業務委託－１１にかかる経費の支出について（９月分）
2,629,000

建設局 方面調整課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 令和２年度放置自転車等運搬業務委託－４にかかる経費の支出について（９月分）
1,254,000

建設局 方面調整課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 令和２年度放置自転車等運搬業務委託－７にかかる経費の支出について（９月分）
528,000

建設局 工務課 令和02年10月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　散水車（なにわ８００す１４５５）修繕経費の支出について
226,886

建設局 工務課 令和02年10月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　普通自動車（なにわ８００す３８６４）修繕（緊急）に係る経費の支出について
172,029

建設局 工務課 令和02年10月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　土のう袋ほか１１点買入経費の支出について
572,000

建設局 工務課 令和02年10月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 誘導灯用内蔵予備電池ほか１点買入にかかる精算金の支出について
20,350

建設局 工務課 令和02年10月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 令和２年度改訂版 水道事業実務必携 (付･工事歩掛表)買入経費の支出について
11,000

建設局 工務課 令和02年10月09日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　多用途刷毛－１ほか３４点買入経費の支出について
1,346,290

建設局 工務課 令和02年10月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　普通自動車（なにわ８００す１３）修繕に係る経費の支出について
23,760

建設局 工務課 令和02年10月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　なにわ８００す１３号車ほか１台自動車定期整備（中間点検）に係る経費の支出について
15,400

建設局 工務課 令和02年10月12日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　コーススレッドほか３３点買入経費の支出について
278,716

建設局 工務課 令和02年10月12日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　塵芥車（なにわ８００さ９０１）修繕経費の支出について
138,446

建設局 工務課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（令和2年8月分）の支出について
6,825

建設局 工務課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（令和2年8月分）の支出について
1,365

建設局 工務課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（令和2年8月分）の支出について
2,730

建設局 工務課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　損害保険料 令和2年度公園管理用車両継続検査(車検)にかかる自賠責保険料および重量税代の支出について(なにわ480た7985号車ほか4台)
105,700

建設局 工務課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　損害保険料 令和2年度公園管理用車両継続検査(車検)にかかる自賠責保険料および重量税代の支出について(なにわ480た7987号車ほか8台)
190,260

建設局 工務課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 公園費 公園費 公課費　公課費 令和2年度公園管理用車両継続検査(車検)にかかる自賠責保険料および重量税代の支出について(なにわ480た7985号車ほか4台)
28,200

建設局 工務課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 公園費 公園費 公課費　公課費 令和2年度公園管理用車両継続検査(車検)にかかる自賠責保険料および重量税代の支出について(なにわ480た7987号車ほか8台)
51,400

建設局 工務課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　建物修繕料 加美巽川排水機場電気室用空調設備修繕（緊急）にかかる精算金の支出について
1,485,000

建設局 工務課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ポリカーボネート板買入経費の支出について
74,250

建設局 工務課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　コンクリート型枠用合板ほか４点買入経費の支出について
128,700

建設局 工務課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　なにわ８００さ４２２６号車ほか６台・自動車定期整備（中間点検）（その２）経費の支出について
161,700

建設局 工務課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽四ダンプ（なにわ４８０さ２３２３）修繕（緊急）経費の支出について
42,361

建設局 工務課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　扇町公園事務所　フォークリフト（トヨタ02-7FGL25）修繕経費の支出について
253,000

建設局 工務課 令和02年10月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 東淀川区第1209号線道路照明灯設置工事の工事前払金の支出について
2,360,000

建設局 工務課 令和02年10月19日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　大阪城公園事務所　ホイルローダー（コマツＷＡ－３０）修繕経費の支出について
155,540

建設局 工務課 令和02年10月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内外１で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（令和２年度９月分）
118,470

建設局 工務課 令和02年10月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（令和２年度９月分）
238,554

建設局 工務課 令和02年10月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ＰＵ手袋－１ほか３点買入経費の支出について
923,076

建設局 工務課 令和02年10月20日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 津守阿倍野線（旭）道路照明灯設置工事の工事精算金の支出について
3,660,000

建設局 工務課 令和02年10月20日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 津守阿倍野線（旭）道路照明灯設置工事（科目追加）の工事精算金の支出について
14,700

建設局 工務課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（東部方面管内）長期借入の経費の支出について（令和2年度９月分）
633,930

建設局 工務課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器（2017年度）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
165,203

建設局 工務課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（海老江工営所管内）一式長期借入の経費の支出について（令和２年９月分）
973,500

建設局 工務課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（南部方面管内）長期借入の経費の支出について（令和2年度９月分）
832,810

建設局 工務課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（十三工営所管内）一式　長期借入の経費の支出について（令和２年度９月分）
693,000

建設局 工務課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（中浜工営所管内）一式　長期借入の経費の支出について（令和２年度９月分）
819,500

建設局 工務課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　作業用靴下ほか３点買入経費の支出について
385,503

建設局 工務課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　なにわ１００さ３２６７号車ほか２台・定期点検整備（継続検査）および定期自主検査整備　経費の支出について
182,600

建設局 工務課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 令和２年度矢倉緑地外１公園給水設備点検業務委託の精算金の支出について
152,900

建設局 工務課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器（2017年度）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
165,201

建設局 工務課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器（2017年度）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
55,067

建設局 工務課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器（2017年度）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
55,067

建設局 工務課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器（2017年度）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
55,067

建設局 工務課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 タブレット端末等データ通信回線料金の支出について（９月分）
129,568
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建設局 工務課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 タブレット端末等データ通信回線料金の支出について（９月分）
134,276

建設局 工務課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報償費　報償金 「建設局入札契約に関する学識経験者等の意見を聴取する選定委員会」（令和２年度　路面下空洞調査業務委託　第２回）にかかる経費の支出について
49,500

建設局 工務課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（市岡工営所管内）一式　長期借入の経費の支出について（令和２年９月分）
726,937

建設局 工務課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（平野工営所管内）一式　長期借入の経費の支出について（令和２年度９月分）
769,894

建設局 工務課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（北部方面管内）長期借入の経費の支出について（令和２年９月分）
1,709,290

建設局 工務課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 田川ポンプ場改修工事にかかる前払金の支出について
4,430,000

建設局 工務課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（８月分）の支出について　その２
700

建設局 工務課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 令和２年度平野工営所管内事故防止対策業務委託第２回中間金の支出について
4,790,500

建設局 工務課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（田島工営所管内）一式　長期借入の経費の支出について（令和2年度９月分）
516,516

建設局 工務課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（西部方面管内）長期借入の経費の支出について（令和2年度９月分）
1,007,715

建設局 工務課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（津守工営所管内）一式　長期借入の経費の支出について（令和2年度9月分）
740,108

建設局 工務課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（住之江工営所管内）一式長期借入の経費の支出について(令和2年度9月分)
347,996

建設局 工務課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（８月分）の支出について　その２
340

建設局 工務課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 令和２年度平野工営所管内事故防止対策業務委託第２回中間金の支出について
962,500

建設局 工務課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ公園照明灯(市内一円公園)長期借入の経費の支出について（令和2年度９月分）
1,724,560

建設局 工務課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入経費の支出について（９月分）
81,265

建設局 工務課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入経費の支出について（９月分）
49,819

建設局 工務課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入の支出について（９月分）
22,161

建設局 工務課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入経費の支出について（９月分）
10,974

建設局 工務課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入(再リース)経費の支出について（９月分）
12,234

建設局 工務課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入経費の支出について（９月分）
900,245

建設局 工務課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）（２）一式長期借入経費の支出について（９月分）
266,537

建設局 工務課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入の支出について（９月分）
1,042,226

建設局 工務課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入(再リース)経費の支出について（９月分）
639,678

建設局 工務課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）（２）一式長期借入経費の支出について（９月分）
659,232

建設局 工務課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入経費の支出について（９月分）
395,858

建設局 工務課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入経費の支出について（９月分）
60,891

建設局 工務課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入経費の支出について（９月分）
7,317

建設局 工務課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 建設局情報ネットワーク機器等一式長期借入経費の支出について（９月分）
234,703

建設局 工務課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピュータ機器（2016年度）一式長期借入経費の支出について（９月分）
1,856,215

建設局 工務課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 建設局モバイルパソコン長期借入経費の支出について（９月分）
11,943

建設局 工務課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入経費の支出について（９月分）
196,248

建設局 工務課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピュータ機器（2016年度）一式長期借入経費の支出について（９月分）
445,492

建設局 工務課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　普通貨物４ｔ（なにわ８００さ９６４０）修繕経費の支出について
184,140

建設局 工務課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　広報車（なにわ８００す１６９）修繕経費の支出について
58,080

建設局 工務課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　普通貨物４ｔ（なにわ８００す１４４３）修繕（緊急）経費の支出について
299,398

建設局 工務課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピュータ機器（2016年度）一式長期借入経費の支出について（９月分）
296,995

建設局 工務課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピュータ機器（2016年度）一式長期借入経費の支出について（９月分）
259,870

建設局 工務課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 土木管理費 水防組合費 負担金、補助及交付金　負担金 令和２年度　淀川左岸、淀川右岸、大和川右岸水防事務組合大阪市負担金（第３回）の支出について
68,589,000

建設局 工務課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報償費　報償金 「建設局入札契約に関する学識経験者等の意見を聴取する選定委員会」（御堂筋のフルモール化に向けた調査検討業務委託　第２回）にかかる経費の支出について
49,500

建設局 工務課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（８、９月分）の支出について
33,841

建設局 工務課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 全国標準積算資料（土質調査・地質調査）令和２年度改訂歩掛版買入経費の支出について
8,800

建設局 工務課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 サージカルマスク買入にかかる経費の支出について
23,100

建設局 工務課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 モバイル端末等保守用回線の支出について（９月分）
73,260

建設局 工務課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供回線使用料(９月分)の支出について
81,813

建設局 工務課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 エレベーター故障の緊急対応にかかるタクシーの立替払いについて
1,140

建設局 工務課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 道修町線道路照明灯設置工事－２の工事前払い金の支出について
6,400,000
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建設局 工務課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 東部方面管内道路照明灯更新等工事の工事前払金の支出について
35,520,000

建設局 工務課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（８、９月分）の支出について
16,901

建設局 工務課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　オーガほか２点買入経費の支出について
55,000

建設局 工務課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 全国標準積算資料（土質調査・地質調査）令和２年度改訂歩掛版買入経費の支出について
8,800

建設局 工務課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　シーリング剤－１ほか２３点買入経費の支出について
412,500

建設局 工務課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 モバイル端末等保守用回線の支出について（９月分）
56,980

建設局 工務課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供回線使用料(公園事務所分)の支出について(９月分)
36,575

建設局 工務課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 備品購入費　機械器具費 公園維持管理用　オーガほか２点買入経費の支出について
132,000

建設局 工務課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 モバイル端末等保守用回線の支出について（９月分）
8,140

建設局 河川課 令和02年10月12日 一般会計 土木費 河川費 河川費 旅費　其他委員等旅費 河川事業用　市内及び近接地出張旅費の支出について（８月分）
950

建設局 河川課 令和02年10月12日 一般会計 土木費 河川費 河川費 旅費　普通旅費 河川事業用　市内及び近接地出張旅費の支出について（８月分）
7,939

建設局 河川課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 河川費 河川費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度南海トラフ地震等に対する緊急防災対策促進実行委員会分担金の支出について
1,400

建設局 河川課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川水門・東横堀川水門・加美巽川排水機場１階専用線料金の支出について（９月分）
98,560

建設局 河川課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 河川水門遠方監視用専用線料金の支出について（９月分）
275,000

建設局 河川課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用通信料金の支出について（９月分）
5,463

建設局 河川課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川水門・城北運河寝屋川口水門・東横堀川水門遠隔操作用専用線料金の支出について（９月分）
184,800

建設局 河川課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用インターネット接続プロバイダ使用料の支出について（９月分）
1,738

建設局 河川課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 東横堀川水門監視システム用専用線料金の支出について（９月分）
11,884

建設局 河川課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川水門・東横堀川水門監視カメラ遠隔操作用専用線料金の支出について（９月分）
14,221

建設局 河川課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 加美巽川排水機場・住吉川ポンプ場電気料金の支出について（９月分）
238,523

建設局 河川課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 寝屋川分流水門用電話料金の支出について（９月分）
2,770

建設局 河川課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 城北寝屋川口水門管理棟放流警報装置用専用線料金の支出について（９月分）
152,838

建設局 河川課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 住吉川ポンプ場外１８か所状態監視装置インターネット回線使用料の支出について（９月分）
126,599

建設局 河川課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 城北川水門遠方監視システム用専用線料金の支出について（９月分）
14,630

建設局 河川課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 太左衛門橋外６か所道頓堀川遊歩道・道頓堀川水門監視カメラ用専用線使用料の支出について（９月分）
49,698

建設局 設計課 令和02年10月02日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 淀川左岸線（２期）自然環境保全検討業務委託の委託料精算金の支出について
5,335,000

建設局 設計課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 淀川左岸線（２期）国道２号交差部障害物等撤去工事の工事費前払金の支出について
78,800,000

建設局 設計課 令和02年10月19日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 淀川左岸線（２期）事業に関する事業説明及び予算要望活動に係る管外出張旅費の支出について
58,752

建設局 設計課 令和02年10月19日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 淀川左岸線（２期）事業に関する関西高速道路ネットワーク推進協議会要望活動に係る管外出張旅費の支出について
58,752

建設局 設計課 令和02年10月19日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 淀川左岸線（２期）事業に関する事業説明及び意見交換等にかかる管外出張旅費の支出について
88,128

建設局 設計課 令和02年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 淀川左岸線（２期）トンネル整備工事－１の工事費前払金の支出について
1,461,760,000

建設局 設計課 令和02年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 淀川左岸線（２期）トンネル整備工事－１の工事費前払金の支出について
1,140,000

建設局 設計課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
547

建設局 設計課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 役務費　通信運搬費 超過勤務後の深夜帰宅に係るタクシー乗車料金立替払の支出について
5,590

建設局 設計課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
1,400

建設局 建設課 令和02年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 淀川左岸線（２期）事業用 市内等出張交通費の支出について（令和２年９月分・淀川左岸線２期建設事務所建設課）
3,430

建設局 建設課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 海老江地区暫定グラウンドに係る公園占用料の支出について（７月～９月）
67,504

建設局 建設課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 令和２年度軽自動車長期借入の経費の支出について（９月使用２台分）
45,760

建設局 建設課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 令和２年度小型普通自動車長期借入の経費の支出について（９月使用分）
62,700

建設局 臨海地域事業調整担当 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 臨海地域事業用　ヘルメット　ほか１点買入にかかる経費の支出について
21,450

港湾局 管財課 令和02年10月07日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 報償費　報償金 強制執行申立事件の着手金の支払について（管財-40）
198,398

港湾局 管財課 令和02年10月07日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　手数料 土地経営その他管理用　不動産競売申立にかかる経費の支出について(管財-46)
925,000

大阪港湾局 管財課 令和02年10月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 管財課事務用　市内出張費（令和2年度7～8月分）にかかる経費の支出について
17,780

大阪港湾局 管財課 令和02年10月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 管財課事務用　平成29年度請第１３１３号業務用軽四輪貨物自動車長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
19,140

大阪港湾局 管財課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 土地売却用　港湾局所管用地（此花区桜島３丁目）地歴等調査業務委託［もと桜島駅跡地］の経費の支出について
269,500

大阪港湾局 管財課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 測量業務用　【管財-42】電動ファン付き作業服ほか1点買入(その2)にかかる経費の支出について
156,860

大阪港湾局 管財課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 管財課業務用測量業務システム（用地整理）長期借入にかかる経費の支出について　９月分
27,768
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大阪港湾局 管財課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 土地売却用　不動産鑑定評価依頼にかかる経費の支出について（管財-16）
132,000

大阪港湾局 管財課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 管財課業務用測量業務システム（定常業務）長期借入にかかる経費の支出について　７月～９月分
165,825

大阪港湾局 管財課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 管財課業務用測量業務システム（用地整理）長期借入にかかる経費の支出について　９月分
76,732

大阪港湾局 管財課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 管財課業務用測量業務システム（定常業務）長期借入にかかる経費の支出について　７月～９月分
92,400

大阪港湾局 管財課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 業務用小型貨物自動車長期借入（その７）にかかる経費の支出について（９月分）
40,700

大阪港湾局 管財課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　船車賃借料 管財課事務用　令和2年度請第1315号　業務用軽四輪貨物自動車長期借入（その２）にかかる支出について（9月分）
20,460

大阪港湾局 管財課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維管理用電気料金にかかる経費の支出について（9月分）（管財－52）
9,987

大阪港湾局 管財課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 報償費　報償金 土地経営その他管理用　法律相談にかかる報酬の支出について（上半期分）（管財-49）
49,500

大阪港湾局 管財課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 管財課事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（交付証・９月分）
109

大阪港湾局 管財課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 管財課事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（９月分）
5,556

大阪港湾局 管財課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 土地売却用　不動産鑑定評価依頼にかかる経費の支出について（管財-17）
339,900

港湾局 開発調整課 令和02年10月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 開発調整課用　ゴム印１点の買入にかかる経費の支出について
220

港湾局 開発調整課 令和02年10月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 開発調整課用　ゴム印２点にかかる経費の支出について
3,355

大阪港湾局 開発調整課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 市内出張旅費（９月分）の支出について
1,315

大阪港湾局 開発調整課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 事務参考用　日本経済新聞買入にかかる経費の支出について（7月～9月分）
7,350

港湾局 計画課 令和02年10月08日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 負担金、補助及交付金　会費 計画課業務用　2020年度　国際港湾協会の会費支出について
560,879

港湾局 計画課 令和02年10月08日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　夢洲の整備協議等にかかる国土交通省等への出張旅費の支出について(2020/９/16）
58,760

大阪港湾局 計画課 令和02年10月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 負担金、補助及交付金　会費 港湾局長期計画用　令和２年度「日本港湾協会物流講座」参加にかかる受講料の支出について
5,000

大阪港湾局 計画課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 負担金、補助及交付金　分担金 計画課業務用　南海トラフ巨大地震等に対する緊急防災対策促進実行委員会にかかる分担金の支出について
1,400

大阪港湾局 計画課 令和02年10月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 夢洲地区基盤整備用　請第2007号此花～夢洲地区臨港道路改良に伴う基本設計業務委託の完成払の支出について
16,021,000

大阪港湾局 計画課 令和02年10月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 事務参考用　令和2年度（R2.4月～R3.3月分）日本経済新聞の購入経費の支出について（第２四半期分）
7,350

大阪港湾局 計画課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 港湾調査用　港湾統計調査データ出力システム用機器長期借入使用料の支出（９月分）について
35,145

大阪港湾局 計画課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 港湾調査用　港湾統計データ出力システムの運用保守業務委託　長期継続に係る経費（９月分）の支出について
72,600

大阪港湾局 計画課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 ＮＡＣＣＳ（港湾統計作成用データ授受機能）利用に係る経費（９月分）の支出について
48,070

大阪港湾局 計画課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 港湾調査用　保護データファイルの保管及び集配業務委託　長期継続に係る経費の支出について
6,930

大阪港湾局 計画課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　近接地及び市内出張交通費の支出について（令和２年８月～９月）4-2
1,470

大阪港湾局 計画課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　近接地及び市内出張交通費の支出について（令和２年８月～９月）4-3
1,520

大阪港湾局 計画課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　近接地及び市内出張交通費の支出について(令和２年８月～９月)11-1
2,040

大阪港湾局 計画課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　近接地及び市内出張交通費の支出について（令和２年９月）4-1
860

大阪港湾局 計画課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　近接地及び市内出張交通費の支出について（令和２年９月）6-1
800

港湾局 振興課 令和02年10月02日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　手数料 クルーズ客船の誘致・受入業務用　シートレードクルーズバーチャル2020への出展に伴う経費の支出について（資金前渡）（令和2年10月5日～8日）
10,000

港湾局 振興課 令和02年10月02日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 負担金、補助及交付金　会費 クルーズ客船の誘致・受入業務用　シートレードクルーズバーチャル2020への出展に伴う経費の支出について（資金前渡）（令和2年10月5日～8日）
63,000

港湾局 振興課 令和02年10月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（令和２年９月請求分　第３突堤トイレ）
27

港湾局 振興課 令和02年10月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　「令和２年度　物流講座」への参加にともなう東京への出張旅費の支出について（振-２）
38,480

港湾局 振興課 令和02年10月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪港振興業務用　船絵馬プレート（大阪港初入港歓迎プラーク用）製作に係る船絵馬写真の使用料の支出について
5,000

大阪港湾局 振興課 令和02年10月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 負担金、補助及交付金　会費 貨物創貨策用　「令和2年度　物流講座」への参加にかかる受講料の支出について
10,000

大阪港湾局 振興課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 クルーズ客船の誘致・受入業務用消毒マット等の買入にかかる経費の支出について
118,800

大阪港湾局 振興課 令和02年10月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 クルーズ客船の誘致・受入業務用　医療用サージカルマスク等防護用品の買入にかかる経費の支出について
177,100

大阪港湾局 振興課 令和02年10月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（令和２年10月請求分　南港南ふ頭・南港中ふ頭・南港コンテナふ頭トイレ）
3,484

大阪港湾局 振興課 令和02年10月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（令和２年10月請求分　南港南ふ頭・南港中ふ頭・南港コンテナふ頭トイレ）
2,132

大阪港湾局 振興課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 報償費　報償金 クルーズ客船誘致・受入業務用　令和２年度「クルーズ客船受入業務委託」第１回選定会議にかかる報酬及び交通費の支出について
16,500

港湾局 振興課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 報償費　報償金 クルーズ客船誘致・受入業務用　令和２年度「クルーズ客船受入業務委託」第１回選定会議にかかる報酬及び交通費の支出について
16,500

大阪港湾局 振興課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 報償費　報償金 クルーズ客船誘致・受入業務用　令和２年度「クルーズ客船受入業務委託」第１回選定会議にかかる報酬及び交通費の支出について
16,500

港湾局 振興課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 旅費　其他委員等旅費 クルーズ客船誘致・受入業務用　令和２年度「クルーズ客船受入業務委託」第１回選定会議にかかる報酬及び交通費の支出について
1,080

大阪港湾局 振興課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 旅費　其他委員等旅費 クルーズ客船誘致・受入業務用　令和２年度「クルーズ客船受入業務委託」第１回選定会議にかかる報酬及び交通費の支出について
560

大阪港湾局 振興課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 旅費　其他委員等旅費 クルーズ客船誘致・受入業務用　令和２年度「クルーズ客船受入業務委託」第１回選定会議にかかる報酬及び交通費の支出について
560

大阪港湾局 振興課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 クルーズ客船の誘致・受入業務用　ATC駐車場の月極駐車場料金の支出（11月分）
22,000
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大阪港湾局 振興課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地・市内出張旅費（７～９月分）の支出について①
3,540

大阪港湾局 振興課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地・市内出張旅費（７、９月分）の支出について②
4,520

大阪港湾局 振興課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地・市内出張旅費（７～９月分）の支出について④
10,065

大阪港湾局 振興課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地市内出張旅費（７～９月分）の支出について③
4,400

大阪港湾局 振興課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　船車賃借料 クルーズ客船の誘致・受入業務用　軽自動車借入（長期契約）にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
24,750

大阪港湾局 振興課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　電気料金の支出について（令和２年10月請求分　港湾労働者用トイレ５か所分）
11,428

大阪港湾局 振興課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　光熱水費 タクシー待機場維持管理用　電気料金の支出について（令和2年9月請求分）
6,189

大阪港湾局 振興課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（令和２年10月請求分　大正第１突堤トイレ）
523

大阪港湾局 振興課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（令和２年10月請求分　大正第１突堤トイレ）
302

大阪港湾局 振興課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　手数料 クルーズ客船の誘致・受入業務用　「にっぽん丸　トライアルクルーズ」参加にかかる経費の支出について（資金前渡）
30,417

大阪港湾局 振興課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 負担金、補助及交付金　会費 クルーズ客船の誘致・受入業務用　「にっぽん丸　トライアルクルーズ」参加にかかる経費の支出について（資金前渡）
20,000

大阪港湾局 振興課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地・市内出張旅費（７～９月分）の支出について⑤
1,080

大阪港湾局 工務課 令和02年10月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 公害財特法の期限延長に関する要望にかかる出張について
29,780

港湾局 工務課 令和02年10月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　港湾業務情報システムネットワーク回線使用料（8月分）の支出について
252,505

港湾局 工務課 令和02年10月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 技術監理用　関西圏地盤情報ネットワークデータベース使用料にかかる経費の支出について
16,500

大阪港湾局 工務課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 港湾局担当業務用ＥＴＣ利用高速道路通行料（８月分）の支出について
3,600

大阪港湾局 工務課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 請第3716号　港湾業務情報システム用パソコン等機器一式 長期借入（9月分）に係る経費の支出について
273,900

大阪港湾局 工務課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（令和2年9月）の支出について
672

港湾局 保全監理課 令和02年10月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 (ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ改良用)歩道橋化粧板撤去及びその他工事(その2)　の前払金の支出について
30,220,000

港湾局 保全監理課 令和02年10月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 防潮堤等の応急補修用 請第5053号 大阪港内(C地区)堤防補修工事に伴う設計業務委託(その1)の前払金の支出について
10,420,000

港湾局 保全監理課 令和02年10月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 （浮桟橋用）令和２年度 請第８００１号 夢洲F護岸浮桟橋整備工事に伴う設計業務委託の前払金の支出について
6,652,420

港湾局 保全監理課 令和02年10月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 堤防補修用　令和2年度　請第5059号　大阪港内(E地区)堤防補修工事に伴う設計業務委託の前払金の支出について
2,470,000

港湾局 保全監理課 令和02年10月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 堤防補修用　令和2年度　請第5059号　大阪港内(E地区)堤防補修工事に伴う設計業務委託の前払金の支出について
7,090,000

港湾局 保全監理課 令和02年10月07日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 堤防補修用　令和2年度　請第5061号　大阪港内(F・H地区)堤防補修工事に伴う設計業務委託の前払金の支出について
5,190,000

港湾局 保全監理課 令和02年10月07日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 堤防補修用　令和2年度　請第5061号　大阪港内(F・H地区)堤防補修工事に伴う設計業務委託の前払金の支出について
1,790,000

港湾局 保全監理課 令和02年10月08日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 港湾工事用　作業手袋ほか９点の買入にかかる経費の支出について
32,533

港湾局 保全監理課 令和02年10月09日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 （臨港道路維持管理用、係留施設維持管理用）令和元年度　請第7202号　令和元年度大阪港内（咲洲地区）舗装補修工事３次設計変更にかかる完成金払いの支出について
58,032,700

港湾局 保全監理課 令和02年10月09日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 （臨港道路維持管理用、係留施設維持管理用）令和元年度　請第7202号　令和元年度大阪港内（咲洲地区）舗装補修工事３次設計変更にかかる完成金払いの支出について
10,410,000

港湾局 保全監理課 令和02年10月09日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 （臨港道路維持管理用、係留施設維持管理用）令和元年度　請第7202号　令和元年度大阪港内（咲洲地区）舗装補修工事３次設計変更にかかる完成金払いの支出について
34,928,300

港湾局 保全監理課 令和02年10月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 建築業務委託用　天保山西岸壁船客待合所設置工事設計業務委託に係る経費の支出について（完成金払い）
561,000

大阪港湾局 保全監理課 令和02年10月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 （係留施設維持管理用）令和2年度　請第5209号　港区第1突堤基部物揚場補修工事の前払金の支出について
32,490,000

港湾局 保全監理課 令和02年10月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 建築工事用　ＡＴＣ庁舎レイアウト変更間仕切設置工事に係る経費の支出について
594,000

大阪港湾局 保全監理課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 保全監理課（設計）用市内出張旅費の支出について（9月分）
500

大阪港湾局 保全監理課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 保全監理課用　軽貨物自動車長期継続借入（その３）にかかる経費（R2年7～9月分）の支出について
33,660

大阪港湾局 保全監理課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 保全監理課用　軽貨物自動車長期継続借入（その２）にかかる経費（R2年7～9月分）の支出について
35,970

大阪港湾局 保全監理課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 防潮堤の応急補修用 請第5050号 大阪港内(A地区)堤防補修工事に伴う設計業務委託(その1)の前払金の支出について
13,570,000

大阪港湾局 保全監理課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 堤防補修用　令和2年度　請第5060号　大阪港内(F地区)堤防補修工事に伴う設計業務委託の前払金の支出について
11,210,000

大阪港湾局 保全監理課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 海岸堤防等の耐震補強用 請第5602号 港区安治川左岸(水門上流)堤防工事(その9)の中間前払金の支出について
210,000

大阪港湾局 保全監理課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 海岸堤防等の耐震補強用 請第5602号 港区安治川左岸(水門上流)堤防工事(その9)の中間前払金の支出について
20,000

大阪港湾局 保全監理課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　新規工事費 海岸堤防等の耐震補強用 請第5602号 港区安治川左岸(水門上流)堤防工事(その9)の中間前払金の支出について
4,180,000

大阪港湾局 保全監理課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　新規工事費 海岸堤防等の耐震補強用 請第5602号 港区安治川左岸(水門上流)堤防工事(その9)の中間前払金の支出について
37,530,000

大阪港湾局 保全監理課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　新規工事費 海岸堤防等の耐震補強用 請第5600号 港区福崎1丁目(A-32)堤防工事(その2)の前払金の支出について
89,220,000

大阪港湾局 保全監理課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 (係留施設維持補修用)港区第4号及び第5号はしけ桟橋補修工事の前払金の経費の支出について
260,210,000

大阪港湾局 保全監理課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 海岸堤防等の耐震補強用 請第5602号 港区安治川左岸(水門上流)堤防工事(その9)の中間前払金の支出について
70,000

大阪港湾局 保全監理課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 海岸堤防等の耐震補強用 請第5600号 港区福崎1丁目(A-32)堤防工事(その2)の前払金の支出について
22,180,000

港湾局 施設管理課 令和02年10月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　剪定鋏ユニークほか２点買入にかかる経費の支出について
144,650

港湾局 施設管理課 令和02年10月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度分 大阪港咲洲トンネル全日無料に伴う通行回数券払戻しに関する支出事務委託経費（１０月分）の支出について トンネル維持管理用
50,000
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港湾局 施設管理課 令和02年10月02日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　三角コーンほか２点買入にかかる経費の支出について
50,600

港湾局 施設管理課 令和02年10月02日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 港湾業務情報システム用　インクカートリッジの買入（道路管理システム用）
30,327

港湾局 施設管理課 令和02年10月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　塩ビカッターほか１７点買入にかかる経費の支出について
180,180

港湾局 施設管理課 令和02年10月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　電力調達契約に係る電気料金（８月分）の支出について
41,681

港湾局 施設管理課 令和02年10月08日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（臨時電灯）（９月分）の支出について
1,980

港湾局 施設管理課 令和02年10月09日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 道路施設（その２）電気料金（令和2年9月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
934,052

港湾局 施設管理課 令和02年10月09日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 野鳥園臨港緑地用　電気代の支出について（９月分）
53,346

港湾局 施設管理課 令和02年10月09日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　コスモスクエア海浜緑地等電気料金（令和２年９月分）の支出について
635,650

港湾局 施設管理課 令和02年10月09日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 負担金、補助及交付金　分担金 コスモスクエア駅ほか売店等にかかる電気・水道設備使用料負担金（令和２年度上半期）の支出について【臨港道路維持管理用】
650,463

港湾局 施設管理課 令和02年10月09日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　光熱水費 咲洲ペデストリアンデッキ電気料金（令和2年9月請求分）の支出について【ペデストリアンデッキ・歩道橋等維持管理用】
695,986

港湾局 施設管理課 令和02年10月09日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 令和２年度施設管理課（緑地管理）自動車法定点検整備（塵芥車）にかかる経費の支出について
51,700

港湾局 施設管理課 令和02年10月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（９月分）の支出について
642,584

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営工事施工用及び事務所等管理用　カットバン（１）ほか１１点の買入にかかる経費の支出について
193,600

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　光熱水費 事務所等管理用　ＬＰガス使用料の支出について（令和２年９月分）
88,308

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 請第９０００号　令和２年度港湾局第二突堤基地庁舎清掃業務委託の実施にかかる経費の支出について（事務所等管理用）令和２年９月分
211,858

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第９６１８号　軽貨物自動車長期継続借入（その２）の経費の支出について（９月分）　臨港道路維持管理用
48,730

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 請第９６３３号　道路管理システム用パソコン等機器一式長期借入の支出について（令和２年９月分）
5,720

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 道路維持作業車（２ｔダブルキャブパワーゲート付）長期借入にかかる経費の支出について（直営工事用）【第7回中間払、R2.7.1～R2.9.30分】
422,400

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 道路維持作業車（3tクラスダブルキャブパワーゲート付）長期借入にかかる経費の支出について（直営工事用）【第3回中間払、R2.7.1～R2.9.30分】
488,400

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 原材料費　工事材料費 直営工事施工用　アスファルト混合物の買入に係る経費の支出について（令和２年９月分）
54,120

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　船車賃借料 緑地維持管理用　請６３１６号　港湾局緑地管理用　職員輸送車　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
38,830

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 【直営工事施工用】９０１－１、９０５－１　腰巻式ライフジャケットほか３点の買入にかかる経費の支出について
268,422

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 施設管理課普通特種自動車故障修繕（その４）にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
48,840

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 施設管理課軽貨物自動車追加修繕にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
58,674

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 （自動車修繕用） 施設管理課（緑地管理）小型建設機械（ホイルローダ）法定点検整備追加修繕にかかる経費の支出について
47,300

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 請６３１７号　港湾局緑地管理用　軽貨物自動車長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
78,100

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 道路施設（その１）電気料金（令和２年９月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
6,415,731

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道等下水道料金（９月分）の支出について
17,934

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 緑地維持管理用　タブレット端末使用料にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
3,962

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用「石綿作業主任者技能講習」受講にかかる経費の支出について（令和３年１月14日、15日実施）
5,420

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 令和２年度施設管理課自動車法定点検整備にかかる経費の支出について【第2回部分払】（自動車等修繕用）
277,695

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 令和２年度施設管理課自動車法定点検整備（その２）にかかる経費の支出について【第2回部分払】（自動車等修繕用）
172,150

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　手数料 緑地維持管理用「石綿作業主任者技能講習」受講にかかる経費の支出について（令和３年１月14日、15日実施）
330

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 備品購入費　機械器具費 緑地維持管理用　充電式インパクトドライバー買入にかかる経費の支出について
52,360

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 負担金、補助及交付金　会費 緑地維持管理用「石綿作業主任者技能講習」受講にかかる経費の支出について（令和３年１月14日、15日実施）
21,740

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（９月分）の支出について
329,525

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 道路施設上下水道料金（令和２年９月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
1,034

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（９月分）の支出について
6,743

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（９月分）の支出について
4,111

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（９月分）の支出について
917,171

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　光熱水費 電力調達契約に係る電気料金（９月分）の支出について【夢舞大橋維持管理用】
380,899

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用「伐木等（チェーンソー）従事者特別教育補講」受講にかかる経費の支出について（令和２年11月11日実施）
4,400

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」受講にかかる経費の支出について（令和２年11月24日、25日実施）
3,960

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　手数料 緑地維持管理用「特別教育（粉じん）」受講にかかる経費の支出について（令和２年11月26日実施）
330

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　手数料 緑地維持管理用「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」受講にかかる経費の支出について（令和２年11月24日、25日実施）
330

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　手数料 緑地維持管理用「ダイオキシン類作業従事者　特別教育」受講にかかる経費の支出について（令和２年12月７日実施）
110

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　手数料 緑地維持管理用「伐木等（チェーンソー）従事者特別教育補講」受講にかかる経費の支出について（令和２年11月11日実施）
330
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大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 負担金、補助及交付金　会費 緑地維持管理用「伐木等（チェーンソー）従事者特別教育補講」受講にかかる経費の支出について（令和２年11月11日実施）
17,600

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 負担金、補助及交付金　会費 緑地維持管理用「特別教育（粉じん）」受講にかかる経費の支出について（令和２年11月26日実施）
14,000

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 負担金、補助及交付金　会費 緑地維持管理用「ダイオキシン類作業従事者　特別教育」受講にかかる経費の支出について（令和２年12月７日実施）
17,710

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 負担金、補助及交付金　会費 緑地維持管理用「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」受講にかかる経費の支出について（令和２年11月24日、25日実施）
22,000

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・新夕陽ケ丘、在来緑地等電気料金（９月分）の支出について
879,173

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・新夕陽ケ丘、在来緑地等電気料金（９月分）の支出について
54,600

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 直営工事施工用　軽油の買入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
78,135

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 令和２年度　代行臨港道路（大阪港咲洲トンネル）管理運営業務にかかる経費の支出について（第３四半期）　トンネル維持管理用
64,515,000

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 令和２年度　請第9604号　令和２年度港湾域内警備業務委託（変更）の経費の支出について（7.8.9月分）【臨港道路維持管理用】
1,749,172

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 令和２年度　請第9604号　令和２年度港湾域内警備業務委託（変更）の経費の支出について（7.8.9月分）【臨港道路維持管理用】
210,808

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 令和２年度 請第9608号　令和２年度夢咲トンネル維持管理業務委託の経費の支出について（第３四半期）　トンネル維持管理用
77,066,000

大阪港湾局 施設管理課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 令和２年度　請第9604号　令和２年度港湾域内警備業務委託（変更）の経費の支出について（7.8.9月分）【臨港道路維持管理用】
8,802,364

港湾局 海務課 令和02年10月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（令和2年8月分）の支出について　管－４
6,362

港湾局 海務課 令和02年10月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（令和2年8分）の支出について　管－５
378

港湾局 海務課 令和02年10月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用（高圧）電気料金（令和2年8月分）の支出について
148,451

港湾局 海務課 令和02年10月02日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 施設管理業務用　常吉ポンプ場電気料金（令和2年8月分）の支出について
36,118

港湾局 海務課 令和02年10月02日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 防災保安用　請1804号　防災・施設担当（防災保安）軽自動車長期借入にかかる経費の支出について（令和2年8月分）
41,580

港湾局 海務課 令和02年10月02日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 施設管理業務用　海務課（防災保安）軽自動車長期借入にかかる経費の支出について（令和2年8月分）
22,000

港湾局 海務課 令和02年10月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎における府有財産施設設置契約にかかる経費の支出について（令和2年11月分）
187,660

港湾局 海務課 令和02年10月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎における府有財産貸付契約（44階事務室）にかかる経費の支出について（令和2年11月分）
171,663

港湾局 海務課 令和02年10月09日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 施設管理業務用　令和2年度海務課（防災保安）自動車故障修繕（その2）にかかる経費の支出について
30,800

港湾局 海務課 令和02年10月09日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 保安対策用　請第9680号　平成31年度　住之江区咲洲域内重要国際埠頭施設警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出にについて（令和２年度８月分）
10,481,900

港湾局 海務課 令和02年10月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 旅費　普通旅費 施設管理業務用　市内出張等交通費の支出について（令和2年8月分）
918

港湾局 海務課 令和02年10月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（令和2年9月分）の支出について　管－１
20,237

港湾局 海務課 令和02年10月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（令和2年9月分）の支出について　管－６
4,621

港湾局 海務課 令和02年10月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　マーキングチョークほか５点買入にかかる経費の支出について
72,974

港湾局 海務課 令和02年10月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 直営業務用　令和２年度 海務課(海上保全)建設機械法定点検整備(９月分)の実施にかかる経費の支出について
14,300

港湾局 海務課 令和02年10月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　船舶動静・使用料管理・運航調整システムネットワーク回線使用料の支出について（令和２年８月分）
87,620

港湾局 海務課 令和02年10月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　大阪市公開系システム用通信サービス提供　長期継続にかかる経費の支出について（令和２年８月分）
23,650

港湾局 海務課 令和02年10月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 直営業務用　市内等出張旅費の支出について（令和２年９月分）
6,840

港湾局 海務課 令和02年10月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 原材料費　工事材料費 直営業務用　令和２年度海務課（海上保全）ボルトほか６点買入にかかる経費の支出について
1,567,610

港湾局 海務課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 護岸維持管理用　もと大阪南港魚つり園運営業務委託（長期継続）契約にかかる経費の支出について（令和２年４月～令和２年８月分）
358,811

港湾局 海務課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　金属用切断砥石ほか２１点買い入れにかかる経費の支出について
159,192

港湾局 海務課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　グリップアンカーほか２点買入にかかる経費の支出について
52,668

港湾局 海務課 令和02年10月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 防災施設管理用　大阪港防潮扉集中監視装置用インターネット回線料の支出について（令和2年8月分）
34,540

大阪港湾局 海務課 令和02年10月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　フーカーホースほか４点買入にかかる経費の支出について
176,000

大阪港湾局 海務課 令和02年10月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 備品購入費　機械器具費 直営業務用　フーカーホースほか４点買入にかかる経費の支出について
462,000

大阪港湾局 海務課 令和02年10月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　印刷製本費 防災施設管理用　第二級陸上特殊無線技士講座受講にかかる経費の支出について
800

大阪港湾局 海務課 令和02年10月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　手数料 防災施設管理用　第二級陸上特殊無線技士講座受講にかかる経費の支出について
200

大阪港湾局 海務課 令和02年10月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 直営業務用　水深選択ソフト用パソコン等機器一式長期借入（その２）(９月分）の実施及び同経費の支出について
18,590

港湾局 海務課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 施設管理業務用　有刺鉄線買入にかかる経費の支出について
35,750

大阪港湾局 海務課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（9月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
66,682

港湾局 海務課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 渡船事業用　プロパンガス使用料の支出について（９月分）
5,359

大阪港湾局 海務課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（9月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
42,867

大阪港湾局 海務課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 防災施設管理用　大阪港防潮扉集中監視装置用ＭＣＡ無線利用料の支出について（令和2年10月分）
302,500

大阪港湾局 海務課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（9月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
147,653

大阪港湾局 海務課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（9月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
9,526
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大阪港湾局 海務課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（9月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
47,630

大阪港湾局 海務課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（9月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
252,439

大阪港湾局 海務課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営業務用　平成３０年度海務課（海上保全）軽トラック借入（長期継続契約）（令和２年7月分8月分9月分）にかかる経費の支出について
55,110

大阪港湾局 海務課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営業務用　令和元年度　海務課（海上保全）軽貨物自動車長期借入（令和２年9月分）の経費の支出について
19,440

大阪港湾局 海務課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 備品購入費　機械器具費 直営業務用　令和２年度海務課（海上保全）超音波厚さ計買入にかかる経費の支出について
621,500

大阪港湾局 海務課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 施設管理業務用　ドリル刃ほか1点買入にかかる経費の支出について
4,620

大阪港湾局 海務課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 給水事業・総務課施設管理用等　電気使用料の支出について（令和2年9月分）
33,067

大阪港湾局 海務課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 給水事業・総務課施設管理用等　電気使用料の支出について（令和2年9月分）
2,190

大阪港湾局 海務課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（令和2年9月分）の支出について　管－２
2,806

大阪港湾局 海務課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（令和2年9月分）の支出について　（三十間堀川水中ポンプ）
29,969

大阪港湾局 海務課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 災害対策用　ドローン通信回線使用料（Wi-Fi）の支出について（令和2年度9月分）
4,620

大阪港湾局 海務課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 航行安全対策用　令和２年度大阪港船舶安全支援業務委託にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
2,119,022

大阪港湾局 海務課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 航行安全対策用　令和２年度大阪港船舶安全支援業務委託にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
3,203,586

大阪港湾局 海務課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 給水事業用　南港Ｌ岸壁及び天保山岸壁船舶給水業務委託料（９月分）の支出について
3,718

大阪港湾局 海務課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 港内清掃事業用　令和２年度大阪港内水域発生一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
233,640

大阪港湾局 海務課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 港内清掃事業用　令和２年度大阪港内清掃作業業務委託にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
1,007,416

大阪港湾局 海務課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　船車賃借料 立会業務用　海務担当軽貨物自動車長期借入にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
22,880

大阪港湾局 海務課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 航行安全対策用　令和２年度大阪港船舶安全支援業務委託にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
10,840,792

大阪港湾局 海務課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 施設管理用　請第９３０３号　令和２年度鶴町基地警備業務委託(９月分)の実施にかかる経費の支出について
656,584

大阪港湾局 海務課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 天保山船客上屋維持管理用　天保山船客上屋水道使用料の支出について（令和2年9月分）
134

大阪港湾局 海務課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用　水道料金（令和2年9月分）の支出について
31,476

大阪港湾局 海務課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 （給水事業用、渡船事業用）水道使用料の支出について（９月分）
4,389

大阪港湾局 海務課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用　水道料金（令和2年9月分）の支出について
64,284

大阪港湾局 海務課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 天保山船客上屋維持管理用　天保山船客上屋水道使用料の支出について（令和2年9月分）
323

大阪港湾局 海務課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 原材料費　船舶給水料 （給水事業用、渡船事業用）水道使用料の支出について（９月分）
615,662

大阪港湾局 海務課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 施設管理業務用　ＥＴＣカード利用高速道路通行料の支出について（令和2年8月分）
820

大阪港湾局 海務課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 施設管理業務用　令和2年度海務課（防災保安）自動車追加修繕（その1）にかかる経費の支出について
16,500

大阪港湾局 海務課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　被服費 防災施設管理用　海務課（防災保安）メッシュ帽買入にかかる経費の支出について
8,624

大阪港湾局 海務課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 天保山船客上屋維持管理用　天保山船客上屋電気使用料の支出について（令和2年9月分）
330,756

大阪港湾局 海務課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（令和2年9月分）の支出について　管－３
10,504

大阪港湾局 海務課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　令和2年度海務課（防災保安）自動車タイヤ修繕（単価契約）にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
7,920

大阪港湾局 海務課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 施設管理用　請第１８００号　令和２年度第二突堤基地警備業務委託の実施にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
595,609

大阪港湾局 海務課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 保安対策用　請第９６９２号　大阪港ポートセキュリティカード発行機継続借入にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
9,734

大阪港湾局 海務課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 施設管理業務用　海務課（防災保安）軽自動車長期借入にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
22,000

大阪港湾局 海務課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 防災保安用　請1804号　防災・施設担当（防災保安）軽自動車長期借入にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
41,580

大阪港湾局 海務課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 備品購入費　機械器具費 防災情報システム用　災害用蓄電池買入に係る経費の支出について
1,650,000

大阪港湾局 海務課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 給水事業用　船舶給水受領書印刷にかかる経費の支出について
15,020

大阪港湾局 海務課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 使用料請求用郵便料金(後納）の支出について(令和2年9月分）
620

大阪港湾局 海務課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　船車賃借料 「埠頭担当業務用軽貨物自動車長期借入（その2）」の経費の支出について（令和2年9月分）
600

大阪港湾局 海務課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　光熱水費 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎51階機器室電気料金（令和2年8月分）の支出について
16,500

大阪港湾局 海務課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 保安対策用　請第9680号　平成31年度　住之江区咲洲域内重要国際埠頭施設警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出にについて（令和２年度９月分）
11,654,500

大阪港湾局 海務課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 保安対策用　請第9681号　平成31年度　港区・此花区・大正区重要国際埠頭施設警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（令和２年度9月分）
7,571,850

大阪港湾局 海務課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機器等一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
265,848

大阪港湾局 海務課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機器等一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
27,984

港湾局 設備課 令和02年10月02日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　船車修繕料 直営施工用　第２清港丸　シリンダーブロック内スリーブ交換にかかる経費の支出について
209,000

港湾局 設備課 令和02年10月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 (直営電気-9)非接触型温度計の買入にかかる経費の支出について　職員安全衛生用
11,550

港湾局 設備課 令和02年10月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 直営施工用　軸封装置リペアキットほか２点買入にかかる経費の支出について
249,920
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港湾局 設備課 令和02年10月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 負担金、補助及交付金　会費 (47C-30)機械担当業務用　第一種電気工事士定期講習受講料（その２）にかかる経費の支出について
9,000

港湾局 設備課 令和02年10月08日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 (直営電気-11)▲▲ラジカセの買入にかかる経費の支出について　職員安全衛生用
8,580

港湾局 設備課 令和02年10月08日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　印刷製本費 第２原図複写等(上半期)請負(単価契約)８月分〔設備課(電気)〕の支出について　電気設備設計用
5,343

港湾局 設備課 令和02年10月09日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　船車修繕料 直営施工用　第２清港丸 燃料噴射ポンプ修繕にかかる経費の支出について
73,700

港湾局 設備課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 直営施工用　防食陽極板ほか９点買入にかかる経費の支出について
206,657

港湾局 設備課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 直営施工用　防食陽極板ほか９点買入にかかる経費の支出について
108,328

港湾局 設備課 令和02年10月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　船車修繕料 自動車維持管理用　普通貨物自動車（100す3093）法定点検追加修繕にかかる経費の支出について
49,115

港湾局 設備課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　横断幕買入にかかる経費の支出について
24,200

大阪港湾局 設備課 令和02年10月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 請第3514号 大阪港咲洲トンネル非常口表示灯更新工事にかかる経費の支出について（工事前払金）電気工事用
18,430,000

大阪港湾局 設備課 令和02年10月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 部分払（第5回）庁舎管理用　請第３０００号　鶴町基地内事務所清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（9月分）
259,086

大阪港湾局 設備課 令和02年10月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 部分払（第2回）直営業務用　令和２年度　設備課（機械）軽貨物自動車長期借入の経費の支出について（9月分）
18,260

大阪港湾局 設備課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 (47B-5)直営施工用　工業用ガス（９月分）買入にかかる経費の支出について
33,765

大阪港湾局 設備課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 (47B-5)直営施工用　工業用ガス（９月分）買入にかかる経費の支出について
24,779

大阪港湾局 設備課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 (47B-5)直営施工用　工業用ガス（９月分）買入にかかる経費の支出について
9,117

大阪港湾局 設備課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 プロパンガス(港湾局)買入(単価契約)にかかる経費の支出について(単価契約９月分　鶴町電気事務所管理用)
17,501

大阪港湾局 設備課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 (47B-4)機械担当業務用　軽油（９月分）買入にかかる経費の支出について
15,946

大阪港湾局 設備課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 電事2-1号　シャープペンシルほか28点の買入にかかる経費の支出について　設備課（電気）業務用
64,158

大阪港湾局 設備課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　注意喚起看板ほか１点製造にかかる経費の支出について
200,640

大阪港湾局 設備課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 直営施工用　海桜 燃料噴射ポンプ修繕にかかる経費の支出について
133,100

港湾局 総務課 令和02年10月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 職員事務用　静電複写機長期借入にかかるコピー代金の支出について（8月分）
57,141

港湾局 総務課 令和02年10月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 職員事務用　カラーデジタル複合機長期借入にかかるコピー代金（8月分）
73,750

港湾局 総務課 令和02年10月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　筆耕翻訳料 国際交流事業用　令和２年度国際交流用翻訳業務委託にかかる経費の支出について（概算契約）（８月納品分）
3,135

港湾局 総務課 令和02年10月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 港湾局事務用　ファクシミリ用トナーカートリッジ充填にかかる経費の支出について
59,312

港湾局 総務課 令和02年10月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　業務用消火器（１）ほか７点買入にかかる経費の支出について
209,739

港湾局 総務課 令和02年10月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（９月請求分　2突事務所）
208,104

港湾局 総務課 令和02年10月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（９月請求分　2突事務所）
102,106

港湾局 総務課 令和02年10月08日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　損害保険料 公用車維持管理用　自動車損害共済基金にかかる分担金の支出について（なにわ８００さ７０８３）
19,101

港湾局 総務課 令和02年10月09日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 報償費　報償金 大阪港開港150年記念誌等刊行委員会用　第６回大阪港開港150年記念誌等刊行委員会に係る委員報酬及び交通費の支出について
16,500

港湾局 総務課 令和02年10月09日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 旅費　其他委員等旅費 大阪港開港150年記念誌等刊行委員会用　第６回大阪港開港150年記念誌等刊行委員会に係る委員報酬及び交通費の支出について
740

港湾局 総務課 令和02年10月09日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 職員出張用 近接地及び市内出張旅費の支出について(8月分）
810

港湾局 総務課 令和02年10月09日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 港湾事業用　大阪港湾局発足にかかる報告、客船誘致活動にかかる支出について（9/7東京）
15,200

港湾局 総務課 令和02年10月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 報償費　報償金 大阪港開港150年記念誌等刊行委員会用　第６回大阪港開港150年記念誌等刊行委員会に係る委員報酬及び交通費の支出について
16,500

港湾局 総務課 令和02年10月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 報償費　報償金 大阪港開港150年記念誌等刊行委員会用　第６回大阪港開港150年記念誌等刊行委員会に係る委員報酬及び交通費の支出について
16,500

港湾局 総務課 令和02年10月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 旅費　其他委員等旅費 大阪港開港150年記念誌等刊行委員会用　第６回大阪港開港150年記念誌等刊行委員会に係る委員報酬及び交通費の支出について
1,880

港湾局 総務課 令和02年10月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 旅費　其他委員等旅費 大阪港開港150年記念誌等刊行委員会用　第６回大阪港開港150年記念誌等刊行委員会に係る交通費の支出について
100

港湾局 総務課 令和02年10月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 旅費　其他委員等旅費 大阪港開港150年記念誌等刊行委員会用　第６回大阪港開港150年記念誌等刊行委員会に係る委員報酬及び交通費の支出について
460

港湾局 総務課 令和02年10月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　印刷製本費 普及宣伝用　令和２年度大阪港港湾地域航空写真撮影業務委託にかかる経費の支出について
416,900

港湾局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 庁内情報システム用プリンタートナー買入（概算契約）にかかる経費の支出について（令和2年9月納品分）
111,650

大阪港湾局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（９月請求分　鶴町事務所他2件分）
230,761

大阪港湾局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（９月請求分　鶴町事務所他2件分）
462,582

港湾局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 普及宣伝用　クリアファイルの買入にかかる経費の支出について
154,000

港湾局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 （職員出張用）市内出張にかかる交通費の支出について（７月及び８月分）
4,506

港湾局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 危機管理対策用　令和２年度備蓄用不織布マスク及び手指消毒液の買入にかかる経費の支出について
742,500

港湾局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（9月請求分）庁舎維持管理用
89,224

港湾局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 大阪港湾局用　ATC庁舎レイアウト変更間仕切修繕にかかる経費の支出について
193,380

大阪港湾局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（令和2年9月請求分　臨港方面管理事務所）
85,058

大阪港湾局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（令和2年9月請求分　臨港方面管理事務所）
42,438
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大阪港湾局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 職員事務用　令和元年度　ファクシミリ（港湾局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
41,426

大阪港湾局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞ほか1点の買入にかかる経費の支出について（7～9月分）
9,130

大阪港湾局 総務課 令和02年10月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞の買入にかかる経費の支出について（7～9月分）
6,600

大阪港湾局 総務課 令和02年10月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞ほか１点の買入にかかる経費の支出について（7～9月分）
13,405

大阪港湾局 総務課 令和02年10月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞の買入にかかる経費の支出について（7～9月分）
6,056

大阪港湾局 総務課 令和02年10月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　令和2年度臨港方面管理事務所一般廃棄物業収集運搬業務委託(概算契約）にかかる経費の支出について（4～9月分）
30,910

大阪港湾局 総務課 令和02年10月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　令和2年度臨港方面管理事務所清掃業務委託にかかる経費の支出について（第2四半期分）
655,050

大阪港湾局 総務課 令和02年10月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　令和2年度臨港方面管理事務所産業廃棄物業収集運搬及び処分業務委託(概算契約）にかかる経費の支出について（4～9月分）
89,540

港湾局 総務課 令和02年10月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　高速道路通行料の支出について（令和２年８月使用分）
545

大阪港湾局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和2年度　港湾局ＡＴＣ庁舎にかかる賃料および共益費の支出について（令和2年11月分）
205,026

大阪港湾局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 国際交流用　令和２年度国際交流用英文便箋及び封筒の買入にかかる経費の支出について
67,100

大阪港湾局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（令和2年9月分）
973,118

大阪港湾局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（令和2年9月分）
300,458

大阪港湾局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　令和2年度ATC庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（9月分）
32,761

大阪港湾局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　令和2年度年度　ATC駐車場使用料の支出について（令和2年11月分）
229,209

大阪港湾局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 令和2年度　港湾局ＡＴＣ庁舎にかかる賃料および共益費の支出について（令和2年11月分）
16,142,645

大阪港湾局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 文書事務用　局用市長印ほか15点買入にかかる経費の支出について（その２）
59,978

大阪港湾局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　臨港方面管理事務所機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（7～9月分）
125,400

大阪港湾局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
84,447

大阪港湾局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
9,059

大阪港湾局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　令和元年度 庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入の支出について（令和2年9月分）
1,399,311

大阪港湾局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）一式　長期借入にかかる経費の支出について(令和2年9月分)
5,060

大阪港湾局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 （職員出張用）近接地及び市内出張旅費の支出について（令和２年９月分）
6,880

大阪港湾局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（9月利用分・ソフトバンク）庁舎維持管理用
25,070

大阪港湾局 総務課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（常吉ケーソンヤードほか・9月分）庁舎維持管理用
408,242

大阪港湾局 総務課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（鶴町・２突事務所　9月分）庁舎維持管理用
958,377

大阪港湾局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 報償費　報償金 大阪港開港150年記念誌等刊行委員会用　第６回大阪港開港150年記念誌等刊行委員会に係る委員報酬及び交通費の支出について（9/11実施）
16,500

大阪港湾局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 旅費　其他委員等旅費 大阪港開港150年記念誌等刊行委員会用　第６回大阪港開港150年記念誌等刊行委員会に係る交通費の支出について（9/11実施）
840

大阪港湾局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 旅費　其他委員等旅費 大阪港開港150年記念誌等刊行委員会用　第６回大阪港開港150年記念誌等刊行委員会に係る委員報酬及び交通費の支出について（9/11実施）
820

大阪港湾局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 庁舎維持管理用　プロパンガス（臨港方面管理事務所）買入（単価契約）にかかる経費の支出について（9月分）
75,207

大阪港湾局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　令和２年度　電話機リースにかかる経費の支出について（臨港方面管理事務所・10月分）
21,934

大阪港湾局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　令和２年度　電話機リースにかかる経費の支出について（機械事務所・10月分）
19,288

大阪港湾局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　令和２年度　電話機リースにかかる経費の支出について（海上保全事務所・10月分）
16,035

大阪港湾局 総務課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 職員事務用　静電複写機長期借入にかかるコピー代金の支出について（9月分）
95,195

大阪港湾局 総務課 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 職員事務用　カラーデジタル複合機長期借入にかかるコピー代金（9月分）
43,744

大阪港湾局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　回線使用料等の支出について（令和2年9月分）
23,398

大阪港湾局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（9月利用分・NTTドコモ）庁舎維持管理用
14,745

港湾局 経営改革課 令和02年10月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張に伴う交通費（８月分）の支出について
504

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月08日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分)その2
19,448

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月08日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分)その2
19,404

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月08日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分)その2
290

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分)その1
1,863

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分)その1
740

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分)その1
58,066

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分)その1
2,610

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分)その1
455

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分)その1
1,690
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大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分)その1
15,400

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分)その1
6,600

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分)その1
10,067

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分)その1
2,200

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分)その1
2,750

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分)その1
245

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
21,482

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
2,124

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
6,324

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
758

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
38,627

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
3,749

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
29,320

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
99,239

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
11,686

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
17,707

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
42,160

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
8,749

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
6,248

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
9,634

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
84,531

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
66,900

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
58,306

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
4,374

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
60,451

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
19,459

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
9,372

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
5,631

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
5,466

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
5,186

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
20,990

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
10,344

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
4,915

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
25,925

大阪港湾局 経営改革課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張に伴う交通費（９月分）の支出について
1,284

会計室 会計企画担当 令和02年10月02日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 地方公共団体　財務会計実務の要点の買入について（会計事務用）
11,214

会計室 会計企画担当 令和02年10月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線４群）料金（９月分）の支出について
27,064

会計室 会計企画担当 令和02年10月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（９月分）の支出について
2,752

会計室 会計企画担当 令和02年10月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（９月分）の支出について
2,818

会計室 会計企画担当 令和02年10月12日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（９月分）の支出について
49,259

会計室 会計企画担当 令和02年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 地方自治外２点の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第２四半期分）
11,385

会計室 会計企画担当 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,689

会計室 会計企画担当 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（会計室）一式借入れ経費の支出について（会計事務用　９月分）
9,216

会計室 会計企画担当 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式借入れ経費の支出について（会計事務用　９月分）
81,057

会計室 会計企画担当 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器一式借入れ経費の支出について（会計事務用　９月分）
11,067

会計室 会計企画担当 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（会計室）一式借入れ経費の支出について（会計事務用　9月分）
79,497

会計室 会計企画担当 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 朝日新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第２四半期分）
12,111
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会計室 会計企画担当 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 産經新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第２四半期分）
12,111

会計室 会計企画担当 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 読売新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第２四半期分）
13,200

会計室 会計企画担当 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 大阪日日新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第２四半期分）
6,150

会計室 会計企画担当 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 日本経済新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第２四半期分）
29,400

会計室 会計企画担当 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 毎日新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第２四半期分）
12,111

会計室 会計企画担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 コピー代金の経費の支出について（会計事務用９月分）
15,442

会計室 会計企画担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 会計事務用財務会計システムサーバ機器等一式長期借入経費（賃借料）の支出について（令和２年９月分）
3,113,000

会計室 会計企画担当 令和02年10月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線１群）料金（９月分）の支出について
11,435

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
38,260

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
3,619,902

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
44,382

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
10,068

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
2,986

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
22,371

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
4,125

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
5,243

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
510,984

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
292,040

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
2,530

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
362,410

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
7,106

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
70,123

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
205,977

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
468,496

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
256,865

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
249,100

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
978

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
303,644

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
110

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
99

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
303,945

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
151,972

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
179,401

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
631

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
180,078

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
358,784

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
252,760

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
352,622

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
1,236,098

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
465,969

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
27,184

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
457

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
29,753

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
6,234,934

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
1,014,873

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
6,807

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
670,267
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会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
132

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
934,184

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
661,603

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
348,090

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
804

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
197,142

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
510,384

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
437,030

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
1,291,151

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
515,110

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
628,641

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
2,758

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
524,167

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
885,676

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
33

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
11

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
11

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
1,070

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
102,373

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
18,073

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
4,422

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
55

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
308

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
5,018

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
215,217

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
226,148

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
95,208

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
163,505

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
16,515

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
14,309

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
998,828

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
1,473,113

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
1,686,204

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
1,494,150

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
2,219,518

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
482,686

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
428,842

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
646,587

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
16,576,231

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
11

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
11,622

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
11

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
1,848

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
6,288

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
88

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
7,886,773

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
8,596
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会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
69,864

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
34,001

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
42,966

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
72,224

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
22

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
11

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
566,478

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
257,927

会計室 会計企画担当 令和02年10月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（９月分）の支出について
8,057,290

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
118,202

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
132,630

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
921

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
1,229

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（９月分）の支出について
20,552

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
14,494

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（会計事務用　９月分）
3,640

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
759

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
682,114

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
552,926

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
349,273

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
490,081

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
443,480

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
758,526

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
318,805

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
759

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
901,977

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
580,693

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
2,543

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
709,176

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
1,245

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
440,659

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
618,188

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
469,215

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
533,830

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
1,732

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
679,392

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
336,408

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
307,573

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
2,587

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
371,495

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
342,637

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（９月分）の支出について
365

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
344,252

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
8,278

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（９月分）の支出について
963

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
295,014

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
303,099
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会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
539,620

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
304,779

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
387,459

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
522,956

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
293,979

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
33

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
305,972

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
532,335

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
453,077

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
505,164

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
485,836

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
436,391

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
215

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
200,359

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（９月分）の支出について
12,563

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
759

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
1,884

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
759

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
24,284

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
66

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
921

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（９月分）の支出について
23,111

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
9,041

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
121,522

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
9,450

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
85

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
342

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
61

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
222

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
1,589,725

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
592,771

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（９月分）の支出について
54,955

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
227,686

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
1,083

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
1,584

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
71,429

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
152,465

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
759

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
665,515

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
331,394

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
163,940

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
454,820

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
907,305

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
858,775

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
175,522

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
833,267

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
69,409
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会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
892,983

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
3,354

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
46,419

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（９月分）の支出について
8,990

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（９月分）の支出について
9,633

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（９月分）の支出について
86

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（９月分）の支出について
22

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（９月分）の支出について
44

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（９月分）の支出について
764

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（９月分）の支出について
204

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（９月分）の支出について
56

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（９月分）の支出について
66

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（９月分）の支出について
135

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（９月分）の支出について
30

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
14

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（９月分）の支出について
27

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（９月分）の支出について
291

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（９月分）の支出について
83

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
2,056

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
759

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
101,846

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
103,057

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
18,930

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
52,444

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（９月分）の支出について
2,998

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（９月分）の支出について
3,870

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（９月分）の支出について
895

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
1,245

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（９月分）の支出について
1,732

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
13,023

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
22,620

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
41,263

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
95,552

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
21,180

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
27,773

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
108,361

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
26,818

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
618,220

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
3,030

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（９月分）の支出について
35

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（９月分）の支出について
21

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（９月分）の支出について
35

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（９月分）の支出について
8

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
7,779,625

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
222,944

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
47,842

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
921
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会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
36,737

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
759

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
178,741

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
1,407

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
270,957

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（９月分）の支出について
35,107

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
18,867

会計室 会計企画担当 令和02年10月26日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（９月分）の支出について
2,928,334

会計室 会計企画担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　普通旅費 会計事務用　市内等出張交通費の支出について（令和２年９月分）
2,064

会計室 会計企画担当 令和02年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 会計事務用磁気テープファイル等の保管及び集配業務委託料の支出について（令和２年９月分）
1,760

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
137,727

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
944,737

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 会計事務用大阪市公金収入報告書電子計算機処理業務委託料の支出について（第２四半期分）
86,539,628

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
182,549

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
21,453

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
461

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
3,371

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
10,268

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
1,497

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
19,857

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
2,718

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
32,541

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
1,405

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
1,451

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
4,832

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
1,885

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
3,926

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
378

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
2,251

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
22,240

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
6,967

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
2,320

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
1,268

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
2,297

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
982

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
917

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
15,100

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
7,506

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
1,710,112

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
7,274

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
698

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
2,915

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
743

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
40,009

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
10,032

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
40,352

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
6,767,856
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会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
589,622

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
21,584

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
378

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
378

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
200,094

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
21,675

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
378

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
14,866

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
4,856

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
26,435

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
839,753

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
1,208

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
41,410

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
76,885

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
20,432

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
18,841

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
4,006

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
68,631

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
4,320

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
41,965

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
378

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
224,732

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
378

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
278,467

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
699,012

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
275,515

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
4,996

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
2,277,467

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
102,890

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
1,827,745

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
650,509

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
503,572

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
1,108,128

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
54,054

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
777,804

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
782,478

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
1,342,558

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
4,413,661

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
3,850

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
1,702

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
270,284

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
134,854

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
446,642

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
51,934

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
1,167

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
3,324

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
102,230
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会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
7,102

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
3,564

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
8,174

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
4,672,843

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
157,344

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
27,692

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
6,061

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
19,189

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
3,398

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
3,936

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
15,740,728

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
8,911

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
71,885

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
182,889

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
230,976

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
378

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
10,812

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
4,198,043

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
38,943

会計室 会計企画担当 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（９月分）の支出について
874,624

会計室 会計管理担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　手数料 振替取扱手数料の支出について（９月分）
3,453,742

北区役所 総務課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課一般事務用モノクロトナーカートリッジほか２０点購入経費の支出について
338,657

北区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
19,998

北区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 総務課小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,530

北区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,400

北区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
440

北区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
10,500

北区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年10月19日～10月23日支払い分）
900,000

北区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　北区役所庁舎自動扉装置保守点検業務委託経費の支出について（４月～９月分）
116,160

北区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（北区役所）一式　長期借入にかかる支出について（令和２年９月分）
11,067

北区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン（北区役所　ノートパソコン）機器一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
23,760

北区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（北区役所）一式　長期借入にかかる支出について（令和２年９月分）
480,194

北区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（北区役所）一式　長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
208,519

北区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所視覚障がい者用点字ディスプレイ等機器長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
23,980

北区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン（北区役所　省スペース型）機器一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
28,160

北区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市北区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（令和2年9月分）
578,600

北区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　北区役所庁舎機械警備業務委託にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
8,316

北区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　北区役所庁舎前警備業務委託経費の支出について（令和2年9月分）
247,041

北区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　北区役所一般廃棄物収集・運搬業務委託（概算契約）経費の支出について（令和2年9月分）
7,568

北区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（令和2年9月分）
4,644

北区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（令和2年9月分）
263

北区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（令和2年9月分）
74

北区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（９月分）
44,050

北区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（９月分）
83,651

北区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（９月分）
89,013

北区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（９月分）
169,029

北区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（９月分）
9,078
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北区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（９月分）
4,491

北区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（９月分）
2,569

北区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（９月分）
1,271

北区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年度　北区役所事務用新聞購読経費の支出について　朝日新聞（令和２年７月～９月分）
12,111

北区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年度　北区役所事務用新聞購読経費の支出について　毎日新聞及び大阪日日新聞（令和２年７月～９月分）
18,261

北区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年度　北区役所事務用新聞購読経費の支出について　日本経済新聞（令和２年７月～９月分）
14,700

北区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年度　北区役所事務用新聞購読経費の支出について　産経新聞（令和２年７月～９月分）
12,111

北区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年度　北区役所事務用新聞購読経費の支出について　読売新聞（令和２年７月～９月分）
13,200

北区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　北区役所宿日直専門員寝具の借入にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
12,650

北区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　北区役所庁舎玄関マット及びエレベータマット借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
13,959

北区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
1,964

北区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
260,182

北区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）統計
792

北区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
874

北区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
4,368

北区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
4,282

北区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎電気使用料の支出について（９月分）
1,431,153

北区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎電気使用料の支出について（９月分）
385,426

北区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 令和２年11月１日執行予定の大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票に係る油性マーカーほか９点の購入経費の支出について
23,477

北区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎電気使用料の支出について（９月分）
80,719

北区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎電気使用料の支出について（９月分）
22,845

北区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用コピー経費の支出について（９月分）
102,845

北区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所電話・ＦＡＸ使用料の支出について（令和２年９月分）
382,312

北区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所情報通信設備用回線使用料・プロバイダ料の支出について（令和２年９月分）
9,020

北区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　北区役所庁舎内衛生環境維持管理業務委託経費の支出について（令和2年4月～令和2年9月分）
465,300

北区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　北区役所タッチレスサニタリーボックス借入経費の支出について（令和2年4月～令和2年9月分）
196,020

北区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 需用費　消耗品費 北区役所事務用コピー経費の支出について（９月分）
330

北区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 北区役所電話・ＦＡＸ使用料の支出について（令和２年９月分）
21,293

北区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 北区役所電話・ＦＡＸ使用料の支出について（令和２年９月分）
6,026

北区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所ケーブルテレビ利用料の支出について（令和２年９月分）
733

北区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 令和２年11月１日執行予定の大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票に係る感染症対策用品（フェイスシールドほか４点）購入経費の支出について
292,668

北区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
19,998

北区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
7,917

北区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 北区庁舎ガス料金の支出について（１０月分）
1,741

北区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 北区役所便器自動洗浄装置取替修繕経費の支出について
271,810

北区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（９月分）
25,613

北区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所証明書発行システム（戸籍広域ＦＡＸ）使用料の支出について（９月分）
1,734

北区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
23,172

北区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　食糧費 令和２年11月1日執行予定の大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票に係るミネラルウォーターほか９点購入経費の支出について
43,863

北区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
6,580

北区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 北区庁舎ガス料金の支出について（１０月分）
99

北区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 北区役所電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（９月分）
874

北区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 北区庁舎ガス料金の支出について（１０月分）
28

北区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 北区役所電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（９月分）
247

北区役所 戸籍登録課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 北区役所住民情報業務等委託（長期継続）にかかる経費の支出について（令和２年８月分）
1,333,326

北区役所 戸籍登録課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所住民情報業務等委託（長期継続）にかかる経費の支出について（令和２年８月分）
4,152,906

北区役所 戸籍登録課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課事務用切手の購入経費の支出について（１０月分）
37,800



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報

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

北区役所 戸籍登録課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課事務用後納郵便料金（令和２年９月分）の支出について
117,592

北区役所 戸籍登録課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課事務用後納郵便料金（令和２年９月分（就学事務））の支出について
57,618

北区役所 地域課 令和02年10月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
650

北区役所 地域課 令和02年10月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和02年10月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
650

北区役所 地域課 令和02年10月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
3,000

北区役所 地域課 令和02年10月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
900

北区役所 地域課 令和02年10月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
6,600

北区役所 地域課 令和02年10月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
1,950

北区役所 地域課 令和02年10月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
1,800

北区役所 地域課 令和02年10月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
3,750

北区役所 地域課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全安心対策事業用エアークッションほか６点買入経費の支出について
213,928

北区役所 地域課 令和02年10月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
1,440

北区役所 地域課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
22,000

北区役所 地域課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
3,900

北区役所 地域課 令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,600

北区役所 地域課 令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
7,300

北区役所 地域課 令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について　（過年度支出分）
650

北区役所 地域課 令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和02年10月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
5,400

北区役所 地域課 令和02年10月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,560

北区役所 地域課 令和02年10月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
1,000

北区役所 地域課 令和02年10月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
900

北区役所 地域課 令和02年10月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（過年度支出分）
2,000

北区役所 地域課 令和02年10月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
2,340

北区役所 地域課 令和02年10月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
1,250

北区役所 地域課 令和02年10月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
5,200

北区役所 地域課 令和02年10月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,000

北区役所 地域課 令和02年10月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
1,500

北区役所 地域課 令和02年10月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,800

北区役所 地域課 令和02年10月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,800

北区役所 地域課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全安心対策事業用パウチフィルムほか５点買入経費の支出について
243,980

北区役所 地域課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 北区教育会議会議録作成業務委託に係る経費の支出について（令和２年９月４日開催分）
15,125

北区役所 地域課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
1,560

北区役所 地域課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
3,150

北区役所 地域課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
1,080

北区役所 地域課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について）（過年度支出分）
7,300

北区役所 地域課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について）（過年度支出分）
900

北区役所 地域課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
4,440

北区役所 地域課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
28,300

北区役所 地域課 令和02年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
2,000

北区役所 地域課 令和02年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
7,300

北区役所 地域課 令和02年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
780

北区役所 地域課 令和02年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
1,680

北区役所 地域課 令和02年10月13日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
650

北区役所 地域課 令和02年10月13日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
650

北区役所 地域課 令和02年10月13日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
2,550
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北区役所 地域課 令和02年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について　（過年度支出分）
650

北区役所 地域課 令和02年10月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
6,500

北区役所 地域課 令和02年10月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
3,000

北区役所 地域課 令和02年10月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
3,600

北区役所 地域課 令和02年10月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
1,200

北区役所 地域課 令和02年10月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
3,250

北区役所 地域課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全安心対策事業災害対策車両カーナビゲーションほか４点買入経費の支出について
137,500

北区役所 地域課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 放置自転車対策事業用啓発活動用のぼりほか１点買入経費の支出について
143,550

北区役所 地域課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 地域安全安心対策事業災害対策車両カーナビゲーションほか４点買入経費の支出について
89,100

北区役所 地域課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 令和２年度　校長経営戦略支援予算区担当教育次長執行枠　北区学校ステップアップ事業「集団演技」にかかる報償金の支出について（弘済中本校　８・９月実施分）
306,680

北区役所 地域課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
4,320

北区役所 地域課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
61,320

北区役所 地域課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
61,320

北区役所 地域課 令和02年10月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
1,800

北区役所 地域課 令和02年10月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和02年10月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
2,880

北区役所 地域課 令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
1,000

北区役所 地域課 令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため）（過年度支出）
27,600

北区役所 地域課 令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため）（過年度支出分）
3,200

北区役所 地域課 令和02年10月21日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンターの利用における「新型コロナウイルス感染症のかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
3,380

北区役所 地域課 令和02年10月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
14,600

北区役所 地域課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全安心対策事業用非接触型検温・消毒機の買入経費の支出について
370,260

北区役所 地域課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 地域課小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,500

北区役所 地域課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,560

北区役所 地域課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 地域課小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
110

北区役所 地域課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域課小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,400

北区役所 地域課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 令和２年度　校長経営戦略支援予算区担当教育次長執行枠　北区学校ステップアップ事業「ジュニアバンド指導補助員配置」に係る報償金の支出について（菅北小　９月分）
6,000

北区役所 地域課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
650

北区役所 地域課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
7,650

北区役所 地域課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
2,100

北区役所 地域課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
1,000

北区役所 地域課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
2,000

北区役所 地域課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
1,080

北区役所 地域課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
3,600

北区役所 地域課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
500

北区役所 地域課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（過年度支出分）
3,000

北区役所 地域課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
3,600

北区役所 地域課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全安心対策事業用携帯電話料金の支出について（９月分）
52,305

北区役所 地域課 令和02年10月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため）（過年度支出分）
4,900

北区役所 地域課 令和02年10月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
650

北区役所 地域課 令和02年10月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため）（過年度支出分）
28,760

北区役所 地域課 令和02年10月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
3,060

北区役所 地域課 令和02年10月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
3,420

北区役所 地域課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 天神橋筋六丁目駅周辺地域における放置自転車対策検討及び未利用地活用検討業務委託先選定会議にかかる選定委員への報償金支出について
102,920

北区役所 地域課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 学校活動有償ボランティア派遣事業にかかる報償金の支出について（令和２年９月分）
361,000

北区役所 地域課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全安心対策事業用地域防災リーダー装備品安全靴（短靴）ほか２点買入経費の支出について
364,001

北区役所 地域課 令和02年10月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
1,700
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北区役所 地域課 令和02年10月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
2,600

北区役所 地域課 令和02年10月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
1,950

北区役所 地域課 令和02年10月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
750

北区役所 地域課 令和02年10月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
7,000

北区役所 地域課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全安心対策事業災害対策車両フロントドアスピーカー買入及び取付経費の支出について
22,220

北区役所 地域課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域安全安心対策事業用防災マップの印刷経費の支出について
44,660

北区役所 地域課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
6,356

北区役所 地域課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度啓発指導員による放置自転車対策業務委託経費の支出について（９月分）
723,910

北区役所 地域課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 地域課事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
974

北区役所 地域課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校長経営戦略支援予算（北区担当教育次長執行枠）学校ステップアップ事業用琴爪・爪輪セットほか５点買入経費の支出について
34,925

北区役所 地域課 令和02年10月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
900

北区役所 地域課 令和02年10月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
21,800

北区役所 地域課 令和02年10月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンターの利用における「新型コロナウイルス感染症にかかる本市施設の使用料減免措置実施方針」に基づく還付金の支出について（過年度支出分）
7,560

北区役所 福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（9月-2請求分）（代理受領方式）
181,789

北区役所 福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 大淀保育所消耗品事業資金（特別保育用）10月分の支出について
10,000

北区役所 福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 北区役所福祉課コピー経費の支出について（８月分）
54,444

北区役所 福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大淀保育所消耗品事業資金（通常保育用）10月分の支出について
30,000

北区役所 福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（9月-2請求分）（代理受領方式）
796,443

北区役所 福祉課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉課事務用ゴム印等作成経費の支出について
5,572

北区役所 福祉課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（令和2年8月20日～9月16日分）
4,860

北区役所 福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（令和2年8月20日～9月16日分）
4,200

北区役所 福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉課事務用ゴム印等作成経費の支出について
8,915

北区役所 福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（令和2年8月20日～9月16日分）
3,368

北区役所 福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（令和2年8月20日～9月16日分）
2,100

北区役所 福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 福祉課事務用ゴム印等作成経費の支出について
5,572

北区役所 福祉課 令和02年10月07日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 福祉課事務用ゴム印等作成経費の支出について
24,517

北区役所 福祉課 令和02年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 福祉課事務用ゴム印等作成経費の支出について
11,144

北区役所 福祉課 令和02年10月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について（Ｒ２－５）
2,000

北区役所 福祉課 令和02年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度（高齢）市長審判に係る診断書料の支出について（２‐７）
5,500

北区役所 福祉課 令和02年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について（高齢２－３）
264,000

北区役所 福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月25日分）
7,616

北区役所 福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（9月-3請求分）（代理受領方式）
83,813

北区役所 福祉課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度　ペアレント・トレーニング講座に対する報償金の支出について（令和２年９月16日開催分）
13,640

北区役所 福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（9月-3請求分）（代理受領方式）
549,717

北区役所 福祉課 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大淀保育所用賄材料費　10月分の支出について
826,150

北区役所 福祉課 令和02年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度（高齢）市長審判に係る診断書料の支出について（２‐８）
3,300

北区役所 福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（10月-1請求分）（代理受領方式）
475,896

北区役所 福祉課 令和02年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度（高齢）市長審判に係る診断書料の支出について（２‐９）
5,500

北区役所 福祉課 令和02年10月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 令和２年度母子福祉貸付金の支出について（第３四半期分）
900,000

北区役所 福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「子どもの居場所づくり支援事業」（Ｂパターン）にかかる業務委託料の支出について（9月分）
192,362

北区役所 福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「子どもの居場所づくり支援事業」（Ａパターン）にかかる業務委託料の支出について（9月分）
187,000

北区役所 福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（10月12日・10月13日分）
10,500

北区役所 福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 北区役所福祉課コピー経費の支出について（９月分）
44,410

北区役所 福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用テープのり他２１点購入経費の支出について
27,578

北区役所 福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
91,877

北区役所 福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（10月12日・10月13日分）
4,008

北区役所 福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（10月12日・10月13日分）
10,200
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北区役所 福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度（高齢）市長審判に係る診断書料の支出について（２‐６）
5,500

北区役所 福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 北区身体障がい者相談員事業における報償金の支出について（令和2年4月～令和2年9月）
11,400

北区役所 福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員の活動費の支出について（令和２年９月分）
4,000

北区役所 福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 北区役所福祉課（介護保険）コピー経費の支出について（９月分）
10,314

北区役所 福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（10月-2請求分）（代理受領方式）
220,606

北区役所 福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度　ペアレント・トレーニング講座に対する報償金の支出について（令和２年10月７日開催分）
19,840

北区役所 福祉課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て支援室スーパーバイザーの活動に対する報償金の支出について（令和２年９月分）
69,500

北区役所 福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,366

北区役所 福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,794

北区役所 福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「住民主体の福祉コミュニティづくり推進事業」にかかる業務委託料の支出について（９月分）
4,864,000

北区役所 福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,050

北区役所 福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
12,616

北区役所 福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,127

北区役所 福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
3,444

北区役所 福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
36,199

北区役所 福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
3,658

北区役所 福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（10月-1請求分）（代理受領方式）
234,818

北区役所 福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
26,098

北区役所 福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
821

北区役所 福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
84

北区役所 福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
144,914

北区役所 福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
11,276

北区役所 福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
303

北区役所 福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
17,119

北区役所 福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
4,714

北区役所 福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,344

北区役所 福祉課 令和02年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
8,194

北区役所 福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
10,168

北区役所 福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
867

北区役所 福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,552

北区役所 福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について（２－１０）
330,000

北区役所 保険年金課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度国民健康保険料窓口還付金の支出について（歳出・現年）（１０月分）
70,000

北区役所 保険年金課 令和02年10月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 令和２年度　国民健康保険料還付金にかかる還付加算金の支出について
1,000

北区役所 保険年金課 令和02年10月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度　国民健康保険料還付金口座振替払いの支出について（歳出・滞納繰越分・一般）９月－４
690,912

北区役所 保険年金課 令和02年10月12日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度　国民健康保険料還付金口座振替払いの支出について（歳出・滞納繰越分・一般）９月－５
422,000

北区役所 保険年金課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 補償、補填及賠償金　賠償金 障害基礎年金受付案内誤りにかかる賠償金の支出について
3,300

北区役所 保険年金課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度　国民健康保険料還付金口座振替払いの支出について（歳出・滞納繰越分・一般）９月－６
322,590

北区役所 保険年金課 令和02年10月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度　国民健康保険料還付金口座振替払いの支出について（歳出・滞納繰越分・一般）９月－７
58,206

北区役所 保険年金課 令和02年10月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 令和２年度　国民健康保険料還付金にかかる還付加算金の支出について
3,400

北区役所 保険年金課 令和02年10月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度　国民健康保険料還付金口座振替払いの支出について（歳出・滞納繰越分・一般）１０月－１
521,682

北区役所 保険年金課 令和02年10月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度　国民健康保険料還付金口座振替払いの支出について（歳出・滞納繰越分・一般）１０月－２
166,339

北区役所 保険年金課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便経費（令和２年９月分）の支出について
2,651

北区役所 保険年金課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便経費（令和２年９月分）の支出について
212,030

北区役所 保険年金課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便経費（令和２年９月分）の支出について
617,914

北区役所 保険年金課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度　国民健康保険料還付金口座振替払いの支出について（歳出・滞納繰越分・一般）１０月－３
189,328

北区役所 保険年金課 令和02年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便経費（令和２年９月分）の支出について
142,962

北区役所 保険年金課 令和02年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便経費（令和２年９月分）の支出について
9,846
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北区役所 保険年金課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度　国民健康保険料還付金口座振替払いの支出について（歳出・滞納繰越分・一般）１０月－５
29,212

北区役所 保険年金課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度　国民健康保険料還付金口座振替払いの支出について（歳出・滞納繰越分・一般）１０月－４
75,559

北区役所 保険年金課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度　国民健康保険料還付金口座振替払いの支出について（歳出・滞納繰越分・一般）１０月－６
84,211

北区役所 保険年金課 令和02年10月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度　国民健康保険料還付金口座振替払いの支出について（歳出・滞納繰越分・一般）１０月－７
302,663

北区役所 保険年金課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 北区役所保険年金課コピー経費の支出について（９月分）
11,583

北区役所 保険年金課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（令和２年１０月審査分　一般）
588,802

北区役所 保険年金課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（令和２年１０月審査分）
400,000

北区役所 健康課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 健康課事務事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,395

北区役所 健康課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 健康課事務事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,006

北区役所 健康課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課事務事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,400

北区役所 健康課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 保健福祉センター事業　母親教室にかかる報償金の支出について（９月分）
11,160

北区役所 健康課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 健康課会計年度任用職員　市内出張交通費の支出について（９月分）
760

北区役所 健康課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症予防事務用　市内出張交通費の支出について（９月分）
440

北区役所 健康課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業（日常生活向上教室）の実施に伴う講師報償金（９月分）の支出について
10,220

北区役所 健康課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ３か月健診時助産師相談における報償金の支出について（９月分）
22,320

北区役所 健康課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 健康増進・相談事業用　はつらつ脳活性化レベルアップ講座出席講師報償金の支出について（９月分）
39,980

北区役所 健康課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 報償費　報償金 はつらつ脳活性化サポーター養成講座（展げる講座）出席講師報償金の支出について（９月分）
26,980

北区役所 健康課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 令和２年度ＢＣＧ接種にかかる医師報償金の支出について(10月分)
74,700

北区役所 健康課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金の支出について（令和２年９月分）
49,800

北区役所 健康課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金の支出について（令和２年９月分）
255,600

北区役所 健康課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金の支出について（令和２年９月分）
11,160

北区役所 健康課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金の支出について（令和２年９月分）
99,600

北区役所 健康課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金の支出について（令和２年９月分）
124,500

北区役所 健康課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金の支出について（令和２年９月分）
87,800

北区役所 健康課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
2,712

北区役所 健康課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
36,564

北区役所 健康課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
168

北区役所 健康課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
252

北区役所 健康課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
1,092

北区役所 健康課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
8,812

北区役所 健康課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 地域生活安定支援事業（酒害教室）の実施に伴う講師報償金（10月分）の支出について
9,750

北区役所 健康課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
2,604

北区役所 健康課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
1,438

北区役所 健康課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
1,720

北区役所 健康課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
924

北区役所 健康課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
9,804

北区役所 健康課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
9,354

北区役所 健康課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
9,186

北区役所 健康課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　印刷製本費 在宅医療介護連携推進事業　人生会議啓発チラシ印刷経費の支出について
41,800

北区役所 生活支援課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について(Ｎｏ.５９４～５９５)
213,900

北区役所 生活支援課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(文書料等　Ｎｏ.５９６～６０７)
62,240

北区役所 生活支援課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について(オムツ　Ｎｏ.６１１～６１７)
208,449

北区役所 生活支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について(移送費　Ｎｏ.６０９～６１０)
85,000

北区役所 生活支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費の支出について(住宅維持費　Ｎｏ.６０８)
120,000

北区役所 生活支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について(Ｎｏ.６２６)
2,200

北区役所 生活支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(移送費　Ｎｏ.６１８～６２５)
17,550

北区役所 生活支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(治療材料　Ｎｏ.６２７～６２９)
114,157
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北区役所 生活支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(移送費　Ｎｏ.６３１)
1,400

北区役所 生活支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について(Ｎｏ.６３０)
25,597

北区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助費の支出について(令和2年11月分)
6,500,000

北区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助費の支出について(令和2年11月分)
3,800,000

北区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について(小学校　9月分)
32,220

北区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助費の支出について(令和2年11月分)
200,000

北区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助費の支出について(令和2年11月分)
300,000

北区役所 生活支援課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について(移送費　Ｎｏ.６５８～６６１)
224,500

北区役所 生活支援課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について(オムツ　Ｎｏ.６３２～６３５)
79,699

北区役所 生活支援課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費の支出について(住宅維持費　Ｎｏ.６４６)
13,970

北区役所 生活支援課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について(Ｎｏ.６４７～６４９)
9,600

北区役所 生活支援課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(移送費　Ｎｏ.６３６～６４４)
70,180

北区役所 生活支援課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(文書料等　Ｎｏ.６５４～６５７)
28,971

北区役所 生活支援課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(治療材料　Ｎｏ.６５０～６５３)
222,270

北区役所 生活支援課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について(Ｎｏ.６４５)
229,350

北区役所 生活支援課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について(Ｎｏ.６６２)
24,546

北区役所 生活支援課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 生活支援課事務用　旅費の支出について（令和２年９月分）
1,445

北区役所 生活支援課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課事務用　旅費の支出について（令和２年９月分）
320

北区役所 生活支援課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課事務用　旅費の支出について（令和２年９月分）
4,340

北区役所 生活支援課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用　コピー複写経費の支出について（令和２年９月分）
15,761

北区役所 生活支援課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援課事務用　料金後納郵便経費の支出について（令和２年９月分）
45,628

北区役所 生活支援課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援課事務用　料金後納郵便経費の支出について（令和２年９月分）
12,168

北区役所 生活支援課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援課事務用　料金後納郵便経費の支出について（令和２年９月分）
54,753

北区役所 生活支援課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援課事務用　料金後納郵便経費の支出について（令和２年９月分）
185,555

北区役所 生活支援課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援課事務用　料金後納郵便経費の支出について（令和２年９月分）
6,084

北区役所 生活支援課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について(家財処分　Ｎｏ.６６３)
156,200

北区役所 生活支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について(オムツ　Ｎｏ.６７６～６８５)
175,765

北区役所 生活支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について(移送費　Ｎｏ.６９０)
143,000

北区役所 生活支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について(Ｎｏ.６９１)
1,200

北区役所 生活支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(移送費　Ｎｏ.６６４～６６８)
54,140

北区役所 生活支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(文書料　Ｎｏ.６６９～６７５)
59,030

北区役所 生活支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(治療材料　Ｎｏ.６８６～６８９)
228,551

北区役所 生活支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について(Ｎｏ.６９２)
245,350

北区役所 政策推進課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度北区広報紙全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（７月号）
613,002

北区役所 政策推進課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度北区広報紙全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（８月号）
620,110

北区役所 政策推進課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度北区の魅力映像コンテスト開催業務委託先選定会議委員にかかる報酬の支出について（令和２年９月23日開催）
51,120

北区役所 政策推進課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（北区防災啓発事業）の支出について（2回目）
494,560

北区役所 政策推進課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度北区広報紙企画編集業務委託にかかる経費の支出について（１０月号）
354,420

北区役所 政策推進課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度北区広報紙点字版製作・発送業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（１０月号）
26,675

北区役所 政策推進課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まち魅力推進事業用北区マスコットキャラクターデザイン入りポリ袋の買入に係る消耗品費の支出について
306,900

北区役所 政策推進課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所政策推進課（連携推進）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
6,140

北区役所 政策推進課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市北区役所LINE公式アカウント使用料の支出について（令和２年９月分）
5,500

北区役所 政策推進課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報紙（令和２年５月号～令和３年４月号）（北区役所）概算印刷にかかる経費の支出について（１０月号）
771,771

北区役所 政策推進課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度北区広報紙全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（９月号）
619,719

北区役所 政策推進課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課（広聴広報・企画調整）後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
8,764

北区役所 政策推進課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「大阪北区ジシン本風水害編　台風がキタ！」全戸配布業務委託にかかる経費の支出について
1,028,371

都島区役所 総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（８月分）
38,638
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都島区役所 総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（８月分）
528

都島区役所 総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（８月分）
1,931

都島区役所 総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（８月分）
39,981

都島区役所 総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 都島区役所空調設備水漏れ修繕業務の実施経費の支出について
66,000

都島区役所 総務課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策企画担当事務用外付けＨＤＤ外6点の購入経費の支出について
27,137

都島区役所 総務課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 都島区役所運営事務用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（令和２年８月分）
7,040

都島区役所 総務課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 都島区役所運営事務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（８月分）
4,620

都島区役所 総務課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 令和２年度都島区区政会議第１回まちづくり・魅力部会にかかる筆耕翻訳経費の支出について
39,600

都島区役所 総務課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 都島区役所運営事務用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（令和２年８月分）
550

都島区役所 総務課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 都島区役所運営事務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（８月分）
275

都島区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（８月分）
283,541

都島区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（８月分）
14,200

都島区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所庁舎太陽光発電用引込線にかかる電気料金の支出について（９月分）
529

都島区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 都島区役所玄関前時計ソーラー部修繕業務の実施経費の支出について
245,300

都島区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービルの建物・設備の管理及び保守並びに保安・警備に関する業務委託料の支出について（長期継続　令和２年度　８月分）
405,405

都島区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年10月19日～10月23日支払い分）
600,000

都島区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
19,800

都島区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
315

都島区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
140

都島区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
846

都島区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
20,164

都島区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 令和２年度都島区区政会議第１回教育・子育て部会にかかる筆耕翻訳経費の支出について
29,700

都島区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 令和２年度都島区区政会議第１回安心・つながり・地域福祉部会にかかる筆耕翻訳経費の支出について
39,600

都島区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分　月途中分）
1,209

都島区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分　月途中分）
84

都島区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
13,650

都島区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
5,040

都島区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 都島区役所２階執務室内空調ファンコイル部修繕業務の実施経費の支出について
332,640

都島区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島区役所庁舎清掃業務の委託経費の支出について（長期継続）（令和２年９月分）
370,700

都島区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度都島区広報誌「広報みやこじま」（令和2年5月号～令和3年4月号）（点字版）製作業務委託（概算契約）経費の支出について（2020年10月号分）
47,300

都島区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 都島区役所広報誌企画編集業務委託（令和2年7月号～令和3年4月号分）経費の支出について（令和2年10月号）
356,400

都島区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 都島区役所設備棟電気室内高圧中継端子台取替業務委託経費の支出について
862,400

都島区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務参考用「読売新聞」の購入経費の支出について（７～９月分）
13,200

都島区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務参考用「産経新聞」の購入経費の支出について（７～９月分）
12,111

都島区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務参考用「朝日新聞」の購入経費の支出について（７～９月分）
12,111

都島区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務参考用「毎日新聞」ほか１点の購入経費の支出について（７～９月分）
18,261

都島区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用自動ドア保守点検業務委託料の支出について（４～９月分）
118,800

都島区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入経費の支出について（令和２年度　９月分）
380,943

都島区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入経費の支出について（長期継続　令和２年度　９月分）
11,067

都島区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入経費の支出について（令和２年度　９月分）
138,620

都島区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入経費の支出について（令和２年度　９月分）
115,518

都島区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用宿日直用寝具等借入契約にかかる使用料の支出について（９月分）
12,925

都島区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 都島区役所で使用する電気（高圧）料金の支出について（令和２年９月分）
537,742

都島区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎及び区民センター設置用自動体外式除細動器（AED）長期借入契約の経費の支出について（令和２年９月分）
5,522

都島区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎及び区民センター設置用自動体外式除細動器（AED）長期借入契約の経費の支出について（令和２年９月分）
2,761

都島区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 住民投票用フェイスシールド外３点の買入経費の支出について
78,403

都島区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報誌（令和2年5月号～令和3年4月号）（都島区役所）概算印刷経費の支出について（令和2年10月号）
732,969
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都島区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
1,168

都島区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月23日繰入分）
84

都島区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度都島区の広報誌「広報みやこじま」全戸配付業務委託（概算契約）経費の支出について（令和2年9月分）
382,833

都島区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用一般廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（９月分）
3,832

都島区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（９月分）
8,869

都島区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
43,416

都島区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月23日繰入分）
756

都島区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
364

都島区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
6,132

都島区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（10月23日繰入分）
12,078

都島区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
328

都島区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（10月26日繰入分）
660

都島区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 障がい者福祉サービス用タブレット端末にかかる通信料の支出について（令和２年９月分）
4,072

都島区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口案内用タブレット端末にかかる通信料の支出について（令和2年9月分）
4,070

都島区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル清掃業務委託料の支出について（長期継続　令和２年９月分）
73,199

都島区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用機械警備業務委託契約の経費の支出について（９月分）
35,200

都島区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 住民投票用非接触赤外線体温計外２点の買入経費の支出について
370,150

都島区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（10月26日繰入分）
11,970

都島区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 都島区役所運営事務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（９月分）
4,620

都島区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 都島区役所運営事務用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（令和２年９月分）
7,040

都島区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 都島区役所運営事務用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（令和２年９月分）
550

都島区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 都島区役所運営事務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（９月分）
275

都島区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 都島区災害対策職員住宅賃料・共益費の支出について（11月分）
165,000

都島区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（10月29日繰入分）
11,970

都島区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（９月分）
9,947

都島区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（９月分）
528

都島区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（９月分）
36,781

都島区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策企画担当事務用コピー代の支出について（9月分）
3,269

都島区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（９月分）
37,796

都島区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（令和2年9月分）
350

都島区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（令和2年9月分）
6,894

都島区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（令和2年9月分）
792

都島区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政会議等動画配信にかかる通信料の支出について（令和２年９月分）
4,178

都島区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 需用費　消耗品費 選挙事務及び国勢調査用手指消毒液の買入経費の支出について
19,800

都島区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 選挙事務及び国勢調査用手指消毒液の買入経費の支出について
99,000

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月2日領収分）
650

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月2日領収分）
900

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月4日領収分）
1,200

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年2月26日領収分）
650

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月4日領収分他1件）
1,560

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月13日領収分）
650

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月3日領収分他1件）
1,730

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月9日領収分）
500

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年2月8日領収分他1件）
1,560

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月15日領収分）
780

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月8日領収分）
2,160

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月13日領収分）
650
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都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月13日領収分）
650

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月16日領収分）
900

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月5日領収分）
1,200

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月4日領収分）
500

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月10日領収分）
500

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年2月24日領収分）
1,200

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月9日領収分）
900

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月9日領収分）
650

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月15日領収分）
780

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月13日領収分）
750

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年2月17日領収分）
500

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月14日領収分）
600

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月12日領収分）
1,200

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月13日領収分）
650

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年2月14日領収分他2件）
1,950

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月21日領収分）
650

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年1月24日領収分他6件）
4,250

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月22日領収分）
650

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年2月19日領収分他1件）
1,500

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年2月26日領収分他3件）
3,600

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月24日領収分）
500

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月18日領収分）
650

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月16日領収分）
650

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月19日領収分）
1,200

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月25日領収分）
750

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月19日領収分）
750

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月29日領収分）
650

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月17日領収分）
650

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月13日領収分他1件）
3,100

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月31日領収分）
900

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月22日領収分）
600

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月18日領収分）
750

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年2月29日領収分他1件）
2,160

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月12日領収分）
780

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月26日領収分）
750

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月26日領収分）
780

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月11日領収分他4件）
2,950

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月14日領収分他2件）
2,880

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月16日領収分）
900

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月15日領収分）
500

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年2月28日領収分他1件）
1,300

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月12日領収分）
780

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月23日領収分）
650

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 令和２年度大阪市区役所附設会館管理運営評価有識者会議にかかる謝礼の支出について
16,500

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
422

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月28日領収分）
500

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月7日領収分）
1,200
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都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年2月16日領収分他1件）
2,160

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月26日領収分）
1,200

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月21日領収分）
780

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年2月13日領収分他3件）
2,600

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月15日領収分他1件）
1,300

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月29日領収分）
500

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月28日領収分）
650

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月19日領収分他1件）
1,560

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業　スポンジローラー用スペア外３点の購入経費の支出について
100,540

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月30日領収分）
650

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年1月17日領収分他2件）
1,950

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月26日領収分他1件）
1,300

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 まちづくり推進課　防災活動の強化・推進事業用市内出張交通費の支出について（令和2年9月分）
680

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
168

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
840

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
5,076

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月23日繰入分）
84

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災活動の強化・推進事業用防災タブレット回線使用料の支出について（９月分）
8,140

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災活動の強化・推進事業用ＰＨＳ回線使用料の支出について（９月分）
515

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災活動の強化・推進事業用ＰＨＳ回線使用料の支出について（９月分）
8,943

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 安全で美しいまちづくり事業用　都島区一斉清掃「都島クリーン作戦」周知用チラシ・ポスター（都島区役所）印刷業務経費の支出について
18,326

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月28日領収分）
1,200

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年2月29日領収分）
1,080

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる使用料減額措置に伴う過年度支出について（令和2年3月28日領収分）
1,080

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年10月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和2年1月14日領収分他1件）
2,600

都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（令和2年10月分）
100,000

都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（令和2年10月分）
450,000

都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　窓口支払用還付資金10月分の支出について（歳出一般）
70,000

都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　窓口支払用還付資金　１０月分の支出について（歳出　退職医療）
30,000

都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出一般　１０月①）
165,132

都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）マイナンバー交付窓口用コピー代の支出について（８月分）
18,911

都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 マイナンバーカード交付窓口増設用事務用片袖机ほか３点（都島区役所）長期借入契約の経費の支出について（８月分）
12,980

都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 都島区役所マイナンバーカード交付窓口用コピー機（白黒）長期借入契約の経費の支出について（８月分）
9,900

都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー代の支出について（８月分）
33,563

都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険の出産育児一時金負担金の支出について
877,610

都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
6,768

都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
93,731

都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険管理担当）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
526,852

都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
53,906

都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月21日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
107,924

都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月21日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
71,968

都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報)事務用郵便料金後納料の支出について(９月分)
55,242

都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報)事務用郵便料金後納料の支出について(９月分)
86,548

都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月22日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出一般　１０月②）
1,351,696

都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市都島区役所住民情報業務等に関する労働者派遣業務の支出について（9月分）
419,664

都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島区役所住民情報業務等に関する労働者派遣業務の支出について（9月分）
2,186,997

都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
401,288
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都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険の葬祭費負担金の支出について
600,000

都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出一般　１０月③）
69,326

都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 マイナンバーカード交付窓口増設用窓口案内（自動音声）システム機器一式（都島区役所）長期借入契約の経費の支出について（９月分）
12,100

都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 マイナンバーカード交付窓口増設用事務用片袖机ほか３点（都島区役所）長期借入契約の経費の支出について（９月分）
12,980

都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 都島区役所マイナンバーカード交付窓口用コピー機（白黒）長期借入契約の経費の支出について（９月分）
9,900

都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 マイナンバーカード交付窓口増設用窓口案内（自動音声）システム機器一式（都島区役所）長期借入契約の経費の支出について（８月分）
12,100

都島区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー代金の支出について（9月分）
14,935

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 プレワーキングマザー出産直前講座助産師講師料９月分の支払いについて
13,700

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
77,199

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
127,062

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
37,672

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８月・９月分）
16,650

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８月・９月分）
22,680

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立御幸保育所にかかる消耗品費（特別保育用１０月分）の支出について
10,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる消耗品費（１０月分）の支出について
60,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援事業用書籍の購入経費の支出について
1,430

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用デスクマット外33点の購入経費の支出について
38,415

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用デスクマット外33点の購入経費の支出について
12,755

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用デスクマット外33点の購入経費の支出について
44,992

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６月・７月分）
66,392

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）の支出について
319,500

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代８月分）の支出について
202,668

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
1,100,580

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用デスクマット外33点の購入経費の支出について
48,994

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用デスクマット外33点の購入経費の支出について
4,774

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用デスクマット外33点の購入経費の支出について
4,807

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用デスクマット外33点の購入経費の支出について
4,680

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用デスクマット外33点の購入経費の支出について
17,133

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）の支出について
119,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 3カ月児健康診査助産師相談事業講師料の支出について（９月分）
12,900

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（分館）　保健福祉センター運営事務用コピー代の支出について（８月分）
21,025

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代７、８月分）の支出について
180,090

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金の支出について
62,350

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料費）の支出について
196,557

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　印刷製本費 在宅医療・介護連携事業用　エンディングノートの作成経費の支出について
88,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
31,800

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
23,279

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
71,435

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
316,728

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
58,074

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（人工鼻）の支出について（代理受領方式）（８月・９月分）
46,200

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
145,080

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６月・７月分）
22,730

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
37,750

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代７、８月分）の支出について
132,947

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料）の支出について
40,850

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代４、７、８、９月分）の支出について
155,800
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都島区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種（ＢＣＧ）事業従事医師にかかる報償金の支出について（９月分）
49,800

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（その他）９月分の支出について
32,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（医師）９月分の支出について
373,500

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター分館運営事務用　洗濯用洗剤　外28点の購入経費の支出について
29,289

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター分館運営事務用　洗濯用洗剤　外28点の購入経費の支出について
2,061

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉センター分館運営事務用　洗濯用洗剤　外28点の購入経費の支出について
3,959

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉センター分館運営事務用　洗濯用洗剤　外28点の購入経費の支出について
13,599

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
8,800

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
3,360

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
59,148

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
58,074

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８月・９月分）
20,730

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８月・９月分）
16,080

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
197,400

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代８、９月分）の支出について
92,026

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代８、９月分）の支出について
29,954

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料費）の支出について
228,988

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 地域生活支援事業に係る講師料の支出について（9月分）
10,360

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について
80,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て支援室講演会にかかる講師謝礼の支出について（令和２年９月１４日開催）
14,600

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月途中分）
3,537

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ・紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８月・９月分）
489,815

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）の支出について
294,300

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料）の支出について
32,270

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（通院移送費）の支出について
720

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（長期入院患者診療報酬８月）の支出について
35,520

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（９月分）
31,200

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見開始の市長審判にかかる診断書料の支出について
7,700

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
89,379

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
44,700

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８月・９月分）
48,035

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
90,471

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８月・９月分）
39,080

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料費）の支出について
85,728

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
715,230

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる賄材料費（１０月分）の支出について
1,354,420

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
547

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,496

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代７、８、９月分）の支出について
73,169

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
579

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
63

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
391,314

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について
165,000
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都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ベビーふれあい教室助産師講師料（９月分）の支出について
45,150

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
1,056

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
84

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
13,372

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
42,040

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
51,694

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
11,440

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（令和２年１１月分）
15,000,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（令和２年１１月分）
8,000,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（9月分）の支出について
6,060

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（9月分）の支出について
9,634

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（令和２年１１月分）
100,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金の支出について
22,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（通院移送費）の支出について
12,080

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（令和２年１１月分）
100,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料）の支出について
14,200

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（令和２年１１月分）
100,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（令和２年１１月分）
600,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（令和２年１１月分）
2,000,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
252

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
6,310

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
26,770

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
32,716

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
9,986

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
336

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
3,128

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
5,574

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（令和２年９月分）
79,708

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
4,098

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
21,060

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
61,904

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（人工鼻・ストマ）の支出について（代理受領方式）（８月・９月分）
58,719

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８月・９月分）
19,950

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８月・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８月・９月分）
24,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８月・９月分）
17,530

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８月・９月分）
14,460

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６月・７月分）
55,950

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代８、９月分）の支出について
239,517

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
484,090

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見開始の市長審判にかかる診断書料の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人報酬助成の支出について
216,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料）の支出について
65,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料費）の支出について
66,306

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
120

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用コピー代金の支出について（9月分）
23,720

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
12,354
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都島区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
682

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
84

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
252

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
14,740

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
84

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
2,832

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
504

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
18,740

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
378

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
66,208

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
41,881

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
74,591

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
73,763

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
48,750

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（人工鼻）の支出について（代理受領方式）（１０月・１１月分）
46,200

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８月・９月分）
19,950

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８月・９月分）
320,744

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
151,200

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
49,500

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
20,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
43,767

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８月・９月分）
15,970

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（家財処分料）の支出について
90,035

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（家財処分料）の支出について
99,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(治療材料）の支出について
93,615

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（10月29日繰入分）
110

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（10月29日繰入分）
3,200

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（第３四半期分）
760,500

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課介護保険事務用コピー代の支出について（令和２年９月分）
3,372

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（9月分）
15,833

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代４、８、９、１０月分）の支出について
207,381

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料費）の支出について
157,357

都島区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども教育）事務用コピー代の支出について（9月分）
36,636

福島区役所 企画総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用 福島区役所多目的トイレ　シャワートイレ修理経費の支出について
46,684

福島区役所 企画総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年度小口支払基金繰入金の支出について（９月分３回目）
4,534

福島区役所 企画総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年度小口支払基金繰入金の支出について（９月分３回目）
1,780

福島区役所 企画総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 需用費　消耗品費 国勢調査事務用 消耗品の購入経費の支出について（テープのり　つめ替え買入）
8,250

福島区役所 企画総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 住民投票事務用 消耗品の購入経費の支出について（手指消毒液　外１点　買入）
114,400

福島区役所 企画総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年１０月１９日～１０月２３日支払い分）
300,000

福島区役所 企画総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福島区役所運営事務用 消耗品の購入経費の支出について（リサイクルトナーカートリッジ（イエロー）　外5点）
69,960

福島区役所 企画総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花づくり広場の運営にかかる電気使用料の支出について（９月分）
378

福島区役所 企画総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度 福島区役所自動扉保守点検業務委託経費の支出について（７月から９月分）
89,760

福島区役所 企画総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区役所庁舎機械警備業務委託（長期継続）経費の支出について（令和２年９月分）
36,370

福島区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年度　区役所事務参考用毎日新聞の購入経費の支出について（令和２年７～９月分）
12,111

福島区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年度　区役所事務参考用読売新聞の購入経費の支出について（令和２年７～９月分）
13,200

福島区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年度　区役所事務参考用産経新聞の購入経費の支出について（令和２年７～９月分）
12,111

福島区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年度　区役所事務参考用朝日新聞の購入経費の支出について（令和２年７～９月分）
12,111
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福島区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度自転車利用適正化事業にかかる啓発指導員による自転車対策業務委託料の支出について（９月分）
332,200

福島区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」企画編集にかかる委託料の支出について（令和2年5月号～令和3年4月号）10月号分
121,000

福島区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　庁舎設備維持用産業廃棄物収集運搬処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（９月分）
6,044

福島区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度 庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式　長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
108,665

福島区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）（２）　一式　長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
57,449

福島区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度 庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式　長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
354,123

福島区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式　（再リース）借入契約にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
11,000

福島区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（福島区役所）一式 長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
5,474

福島区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 福島区役所運営事務用 令和2年度 デマンド監視装置一式借入経費の支出について（令和２年７～９月分）
20,460

福島区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 住民投票事務用 消耗品の購入経費の支出について（不織布三層マスク　買入）
32,780

福島区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 住民投票事務用 消耗品の購入経費の支出について（鉛筆 買入）
57,640

福島区役所 企画総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年度小口支払基金繰入金の支出について（１０月分１回目）
3,201

福島区役所 企画総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 福島区役所 庁舎電気使用料の支出について（令和2年9月分）
941,732

福島区役所 企画総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年度小口支払基金繰入金の支出について（１０月分１回目）
94

福島区役所 企画総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年度小口支払基金繰入金の支出について（１０月分１回目）
346

福島区役所 企画総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市福島区役所庁舎清掃業務委託長期継続契約の経費の支出について（令和２年９月分）
610,500

福島区役所 企画総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 需用費　消耗品費 令和２年度小口支払基金繰入金の支出について（１０月分１回目）
748

福島区役所 企画総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　食糧費 令和２年度小口支払基金繰入金の支出について（１０月分１回目）
6,660

福島区役所 企画総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 令和２年度小口支払基金繰入金の支出について（１０月分１回目）
5,544

福島区役所 企画総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年度９月分　窓口サービス課・企画総務課用後納郵便料金の支出について
42,350

福島区役所 企画総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　福島区役所宿日直用寝具一式の借入経費の支出について（令和２年９月分）
12,705

福島区役所 企画総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 住民投票事務用 消耗品の購入経費の支出について（選挙（用紙交付）用　飛沫感染防止ボード買入）
21,340

福島区役所 企画総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 ふくしまてんこもり２０２０の実施にかかる分担金の支出について
1,000,000

福島区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 令和2年度　福島区広報紙「広報ふくしま」印刷業務にかかる印刷製本費の支出について（令和2年5月号～令和3年4月号）10月号分
272,272

福島区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 福島区役所下水道使用料（令和２年９月分）の支出について
109,901

福島区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度福島区地域住民による安心・安全・快適駅前構築事業にかかる業務委託料の支出について（９月分）
217,816

福島区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」点字版製作・発送業務にかかる委託料の支出について（令和2年5月号～令和3年4月号）10月号分
45,499

福島区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 国勢調査事務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
57,128

福島区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙常時啓発にかかる「新有権者への選挙のお知らせ」後納郵便料金（９月分）の支出について
3,780

福島区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 住民投票事務用 消耗品の購入経費の支出について（クリップ（使い捨て）ペンシル　買入）
37,180

福島区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 大阪市廃止・特別区設置住民投票にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
1,690

福島区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福島区役所運営事務（遠隔手話通訳等）用　ａｕ電話料金の支出について（令和２年９月分）
7,250

福島区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和2年９月分　児童・高齢者虐待連絡用携帯電話料金の支出について
3,104

福島区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　福島区役所庁舎から排出する産業廃棄物処分業務委託（単価契約）経費の支出について
4,400

福島区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 水辺活性化事業用簡易トイレ一式 長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
52,616

福島区役所 企画総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 令和２年度小口支払基金繰入金の支出について（１０月分２回目）
265

福島区役所 企画総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年度小口支払基金繰入金の支出について（１０月分２回目）
280

福島区役所 企画総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 令和２年度小口支払基金繰入金の支出について（１０月分２回目）
47,174

福島区役所 企画総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 令和２年度小口支払基金繰入金の支出について（１０月分２回目）
120

福島区役所 企画総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和２年９月分　企画総務課（総務）用等の市内出張交通費に係る支出について
2,510

福島区役所 企画総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 旅費　普通旅費 令和２年９月分　企画総務課（総務）用等の市内出張交通費に係る支出について
470

福島区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年９月分　区役所事業用コピー代金の支出について
101,803

福島区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住民投票事務用 投票案内状貼付用ラベルシールの印刷経費の支出について
79,200

福島区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画推進担当業務にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
94

福島区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画推進担当業務にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
120

福島区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　区役所事業用電話料金の支出について（市民局証明書発行システム分）
3,885

福島区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画推進担当業務にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
2,814
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福島区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　区役所事業用電話料金の支出について（専用回線分）
16,502

福島区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画推進担当業務にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
94

福島区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 委託料　委託料 令和２年国勢調査にかかる大阪市の実地調査業務委託経費の支出について
39,870

福島区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 委託料　委託料 令和２年国勢調査にかかる大阪市の実地調査業務委託経費の支出について
79,740

福島区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 委託料　委託料 令和２年国勢調査にかかる大阪市の実地調査業務委託経費の支出について
39,870

福島区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 委託料　委託料 令和２年国勢調査にかかる大阪市の実地調査業務委託経費の支出について
39,870

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（一般分）の支出について（令和2年10月分）
50,000

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（退職分）の支出について（令和2年10月分）
1,000

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（滞納繰越・一般）の歳出還付について（令和2年10月1回目）
47,821

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分・３回目）
5,000

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（９月分１回目･口座払）
87,793

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（９月分１回目･口座払）
100,000

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市福島区役所住民情報業務等委託　長期継続契約　にかかる委託料の支出について（令和２年７月分）
279,106

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市福島区役所住民情報業務等委託　長期継続契約　にかかる委託料の支出について（令和２年７月分）
346,648

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市福島区役所住民情報業務等委託　長期継続契約　にかかる委託料の支出について（令和２年７月分）
2,638,386

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金　市内出張等交通費の支出について（令和２年９月分）
130

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金　市内出張等交通費の支出について（令和２年９月分）
520

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（滞納繰越・一般）の歳出還付について（令和2年10月2回目）
143,787

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（９月分２回目･口座払）
102,225

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（９月分２回目･口座払）
100,000

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 マイナンバー通知カード・個人番号カードにかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
11,220

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市福島区役所住民情報業務等委託　長期継続契約　にかかる委託料の支出について（令和２年８月分）
1,007,746

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市福島区役所住民情報業務等委託　長期継続契約　にかかる委託料の支出について（令和２年８月分）
346,648

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 窓口サービス課業務用　令和２年度電子レジスター保守点検業務委託契約にかかる委託料の支出について（令和２年８月分、９月分）
49,500

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市福島区役所住民情報業務等委託　長期継続契約　にかかる委託料の支出について（令和２年８月分）
2,638,386

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制希望調査票の受取人払いにかかる後納郵便料金（9月分）の支出について
36,531

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 令和２年９月分　保険年金事業用コピー代金の支出について
12,739

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金（現年還付加算金）の支出について（令和2年10月3回目）
2,700

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（滞納繰越・一般）の歳出還付について（令和2年10月3回目）
584,818

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用 後納郵便料金（令和2年9月分）の支出について
544

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用 後納郵便料金（令和2年9月分）の支出について
49,059

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用 後納郵便料金（令和2年9月分）の支出について
33,128

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険資格賦課事務用　受取人払後納郵便料金（令和2年9月分）の支出について
10,580

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用 後納郵便料金（令和2年9月分）の支出について
43,056

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用 後納郵便料金（令和2年9月分）の支出について
47,984

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用 後納郵便料金（令和2年9月分）の支出について
228,330

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用 後納郵便料金（令和2年9月分）の支出について
22,650

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後期高齢事務用 受取人払後納郵便料金（令和2年9月分）の支出について
19,226

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用 後納郵便料金（令和2年9月分）の支出について
28,940

福島区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用 後納郵便料金（令和2年9月分）の支出について
31,908

福島区役所 市民協働課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる福島区民センター使用料の減額還付について（９月３回目）
8,700

福島区役所 市民協働課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（８月２９回目）
3,000

福島区役所 市民協働課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習推進事業（ルーム事業）にかかる講師謝礼金の支出について（９月分）
5,000

福島区役所 市民協働課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立福島区民センター管理運営業務委託料の支出について（８月分）
2,308,000

福島区役所 市民協働課 令和02年10月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる福島区民センター使用料の減額還付について（９月５回目）
2,500

福島区役所 市民協働課 令和02年10月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる福島区民センター使用料の減額還付について（９月４回目）
5,450

福島区役所 市民協働課 令和02年10月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる福島区民センター使用料の減額還付について（９月６回目）
500
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福島区役所 市民協働課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる福島区民センター使用料の減額還付について（９月７回目）
4,010

福島区役所 市民協働課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる福島区民センター使用料の減額還付について（９月８回目）
4,830

福島区役所 市民協働課 令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（８月２３回目）
34,900

福島区役所 市民協働課 令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（９月１回目）
25,500

福島区役所 市民協働課 令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（９月３回目）
41,440

福島区役所 市民協働課 令和02年10月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（９月２回目）
7,200

福島区役所 市民協働課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課職員市内出張交通費の支出について（８月分）
719

福島区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理対策用　災害時避難所エアベッド（福島区役所）購入に伴う支出について
134,420

福島区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事業にかかる消耗品（ボールペン替芯外1点）の購入経費の支出について
4,950

福島区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事業にかかる消耗品（はさみ）の購入経費の支出について
4,950

福島区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事業にかかる消耗品（家庭用洗剤）の購入経費の支出について
3,999

福島区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる福島区民センター使用料の減額還付について（９月９回目）
6,600

福島区役所 市民協働課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用　福島区地域防災リーダー装備品（上衣ほか６点）にかかる買入経費の支出について
24,431

福島区役所 市民協働課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（８月２８回目）
1,560

福島区役所 市民協働課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる福島区民センター使用料の減額還付について（９月１０回目）
8,760

福島区役所 市民協働課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる福島区民センター使用料の減額還付について（９月１１回目）
8,960

福島区役所 市民協働課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（９月４回目）
4,100

福島区役所 市民協働課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分１回目）
19,597

福島区役所 市民協働課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理対策用　災害時避難所用クリップペンシル（福島区役所）購入に伴う支出について
26,769

福島区役所 市民協働課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理対策用　災害時避難所感染症対策用飛沫防止用シート（福島区役所）買入れ経費の支出について
253,968

福島区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる福島区民センター使用料の減額還付について（１０月１回目）
5,700

福島区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる福島区民センター使用料の減額還付について（９月１２回目）
17,240

福島区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる福島区民センター使用料の減額還付について（９月１５回目）
1,470

福島区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる福島区民センター使用料の減額還付について（９月１３回目）
780

福島区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる福島区民センター使用料の減額還付について（９月１４回目）
5,090

福島区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる料金後納郵便の支出について（９月分）
2,134

福島区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる料金後納郵便の支出について（９月分）
6,384

福島区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる料金後納郵便の支出について（９月分）
1,008

福島区役所 市民協働課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 災害時避難所感染症対策用ペーパータオル（福島区役所）その外５点購入に伴う買入れ経費の支出ついて
305,734

福島区役所 市民協働課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立福島区民センター管理運営業務委託料の支出について（９月分）
2,308,000

福島区役所 市民協働課 令和02年10月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる福島区民センター使用料の減額還付について（１０月３回目）
7,200

福島区役所 市民協働課 令和02年10月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる福島区民センター使用料の減額還付について（１０月５回目）
3,950

福島区役所 市民協働課 令和02年10月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる福島区民センター使用料の減額還付について（１０月２回目）
6,700

福島区役所 市民協働課 令和02年10月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる福島区民センター使用料の減額還付について（１０月４回目）
2,880

福島区役所 市民協働課 令和02年10月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（１０月１回目）
20,160

福島区役所 市民協働課 令和02年10月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症にかかる福島区民センター使用料の減額還付について（１０月６回目）
2,870

福島区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報償費　報償金 令和２(2020)年度大阪市人権啓発推進員養成研修にかかる交通費の支出について
2,260

福島区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課職員市内出張交通費の支出について（９月分）
1,047

福島区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（地域活動支援担当）にかかる料金後納郵便の支出について（９月分）
1,344

福島区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市福島区における新たな地域コミュニティ支援事業の実施にかかる経費の支出について（令和２年４月分～９月分）
7,213,500

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費事業資金（特別保育用）１０月分の支出について
10,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費事業資金（通常保育用）１０月分の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立野田保育所消耗品費事業資金（通常保育用）１０月分の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉事務用消耗品（ふせん外16件）購入経費の支出について
15,940

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉事務用消耗品（ふせん外16件）購入経費の支出について
71,386

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,400

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
198,000
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福島区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 報償費　報償金 令和2年9月15日分　健康づくり展げる講座（知っ得！健康塾）にかかる講師料の支出について
14,200

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
224,641

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和２年８月分）
13,180

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和２年８月分）
3,630

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和２年８月分）
330

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和２年８月分）
5,304

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,500

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域健康情報発信事業にかかる地域健康講座（壮年）用リーフレット印刷経費の支出について
18,920

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　印刷製本費 地域健康情報発信事業にかかる介護予防啓発用リーフレット印刷経費の支出について
18,920

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,130

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,100

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
58,880

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
79,200

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和２年８月分）
12,055

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
4,400

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,970

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業用住宅改修理由書作成費の支出について（計1件）
2,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区庁舎を活用した子育て支援事業にかかる講師謝礼９月分の支出について
24,540

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉センター事業用　会計年度任用職員に係る市内出張交通費の支出について（令和2年6月分）
360

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用・保健栄養指導事業用　消耗品買入経費の支出について
1,320

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,580

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
87,475

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
1,010

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用・保健栄養指導事業用　消耗品買入経費の支出について
3,652

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当の随時口座払いについて（令和2年6月～９月分）
40,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
3,458

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 福島区ペアレントトレーニング事業用チラシの印刷業務にかかる経費の支出について
13,200

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
1,540

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
553,220

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる移送費の支出について
5,760

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる移送費の支出について
3,520

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
22,846

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
22,846

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
1,663

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
1,575

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
145,730

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
58,550

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和２年８月分）
7,625

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
22,846

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉センター事業用等市内出張交通費の支出について（令和２年７月分）
460

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用等市内出張交通費の支出について（令和２年７月分）
620

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
2,700

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
152

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
29,956
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福島区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
46,799

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
51,516

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
1,269,462

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
58,074

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
82,878

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
151,782

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
9,207

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
9,638

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和２年８月分）
5,400

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護扶助費の支出について（総合口座振替）
5,897

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護扶助費の支出について（総合口座振替）
17,430

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用等市内出張交通費の支出について（令和２年７月分）
1,080

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
2,508

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
4,200

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
2,358

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年９月分　ハッピーママ＆プレママ応援計画事業用講師料の支出について
10,400

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分２回目）
462

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分２回目）
924

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,190

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
313,967

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
63,850

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,600

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
55,048

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和２年７月分）
16,093

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和２年８月分）
16,489

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
24,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和２年９月分）
9,988

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和２年８月分）
4,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる移送費の支出について
3,600

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,500

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,500

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分２回目）
4,200

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分２回目）
462

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分２回目）
2,508

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和２年９月分）
5,925

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる教材費の支出について（令和２年９月分）
180

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる教材費の支出について（令和２年４月分）
13,483

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料（令和２年９月分）の支出について
10,440

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度中学生被災地訪問事業にかかる委託料の支出について
66,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
48,015

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
27,132

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業にかかる近接地内出張旅費の支出について（令和２年９月分）
290

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,738

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
30,014

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,880

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　令和２年９月分
1,706
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福島区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　令和２年９月分
28,590

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる家財処分費の支出について
117,700

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　令和２年９月分
51,268

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　受取人　令和２年９月分
9,930

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　令和２年９月分
1,482

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和2年度 吹奏楽等を通じた音楽文化活性化及び分権型教育行政推進事業にかかる報償金の支払について（9月分）
60,520

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て教育）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和2年9月分）
140

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て教育）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和2年9月分）
210

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て教育）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和2年9月分）
588

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て教育）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和2年9月分）
4,932

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て教育）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和2年9月分）
84

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
48,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる１１月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
2,294,796

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる１１月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
1,819,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる１１月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
50,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる１１月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
50,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
4,400

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる１１月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
400,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て教育）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和2年9月分）
318

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て教育）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和2年9月分）
3,596

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て教育）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和2年9月分）
60,676

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て教育）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和2年9月分）
6,250

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て教育）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和2年9月分）
27,550

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て教育）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和2年9月分）
3,656

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 令和2年度　校長経営戦略支援予算（区担当教育次長執行枠）福島区小学校放課後校庭等見守りボランティア事業にかかる報償金の支払について（9月分）
29,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て教育）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和2年9月分）
1,104

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法及び児童福祉法にかかる高額障がい福祉サービス等給付費等の支出について
63,871

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法及び児童福祉法にかかる高額障がい福祉サービス等給付費等の支出について
49,806

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法及び児童福祉法にかかる高額障がい福祉サービス等給付費等の支出について
20,213

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法及び児童福祉法にかかる高額障がい福祉サービス等給付費等の支出について
20,521

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,030

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務適正化対策事業にかかる通信運搬費（携帯電話代）の支出について（令和２年９月分）
3,748

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 令和２年１０月分ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について
49,800

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費（１０月分）にかかる支出について
1,211,900

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年９月分乳幼児健診等にかかる報償金の支出について
22,320

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和２年９月分）
84

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和２年９月分）
564

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
45,963

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和２年９月分）
84

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和２年９月分）
5,944

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和２年９月分）
934

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和２年９月分）
84

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和２年９月分）
514

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和２年９月分）
84

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和２年９月分）
14,138

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和２年９月分）
672

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和２年９月分）
188
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福島区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和２年９月分）
3,064

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和２年９月分）
588

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 令和２年９月分乳幼児健診等にかかる報償金の支出について
416,660

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和２年９月分）
30,030

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和２年９月分）
272

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,390

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 生活保護業務及び生活困窮者自立相談支援事業にかかる通信運搬費（郵便代）の支出について（令和２年９月分）
8,400

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務及び生活困窮者自立相談支援事業にかかる通信運搬費（郵便代）の支出について（令和２年９月分）
105,074

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務にかかる通信運搬費（郵便代）の支出について〔受取人払い〕（令和２年９月分）
22,377

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
37,736

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
23,108

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年１０月１日分　親子教室こあら事業用講師料の支出について
15,060

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和２年９月分）
5,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和２年９月分）
12,055

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
2,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,500

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
242,840

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 令和２年１０月８日分　歯科健康相談事業医師等報償金の支出について
31,200

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 大阪市母子福祉貸付金　修学資金第３四半期分の支払いについて
2,160,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月分）
6,206

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月分）
3,955

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー代金の支出について（令和2年9月分）
29,533

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月分）
1,834

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 福島区役所保健事業等用軽四輪自動車（その４）の長期借入及び同経費の支出について
13,970

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課(地域福祉）業務にかかる市内出張交通費の支出について（令和2年8月分）
310

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課(地域福祉）業務にかかる市内出張交通費の支出について（令和2年8月分）
310

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
40,110

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,330

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
149,550

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
55,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和２年９月分）
12,020

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和２年９月分）
20,800

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護介護扶助にかかる介護福祉用具の自己負担金の支出について
1,800

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
22,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
19,186

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
220,970

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
34,624

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月分）
1,452

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課(地域福祉）業務にかかる市内出張交通費の支出について（令和2年9月分）
320

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課(地域福祉）業務にかかる市内出張交通費の支出について（令和2年8月分）
320

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 令和2年度 校長経営戦略支援予算(区担当教育次長執行枠)福島区小学校体力向上事業にかかる小学校へのゲストティーチャー派遣に伴う経費の支出について_２
56,630

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険・高齢者福祉事務用市内出張交通費の支出について　令和２年９月分
260

福島区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課(地域福祉）業務にかかる市内出張交通費の支出について（令和2年8月分）
130

此花区役所 企画総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 住民投票事務用消毒液（此花区役所）買入にかかる経費の支出について
162,162

此花区役所 企画総務課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 令和２年度此花区区政会議等議事録作成業務委託（令和2年7月29日分）開催（概算契約）経費の支出について
28,875

此花区役所 企画総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 感染症対策にかかる飛散防止パーティションほか１点（此花区役所）買入にかかる経費の支出について
142,780

此花区役所 企画総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 感染症対策にかかる飛散防止パーティションほか１点（此花区役所）買入にかかる経費の支出について
79,200
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此花区役所 企画総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
11,594

此花区役所 企画総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,000

此花区役所 企画総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
11,294

此花区役所 企画総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
13,670

此花区役所 企画総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 住民投票事務用　除菌ウェットティッシュ他13点（此花区役所）買入にかかる経費の支出について
210,243

此花区役所 企画総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 住民投票事務用　インクボトル他2点（此花区役所）買入にかかる経費の支出について
37,356

此花区役所 企画総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
956

此花区役所 企画総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅にかかる電話料金の支出について　令和２年９月分　払込書１通
3,027

此花区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 住民投票事務用　非接触型体温計他６点（此花区役所）買入にかかる経費の支出について
924

此花区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 住民投票事務用　非接触型体温計他６点（此花区役所）買入にかかる経費の支出について
144,496

此花区役所 企画総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持用　ガス料金の支出について（令和２年１０月分）
223,871

此花区役所 企画総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（企画総務課一般管理用）の支出について（令和２年９月分）
1,558

此花区役所 企画総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （区庁舎設備維持用）大阪市此花区役所庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
426,250

此花区役所 企画総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 （一般管理用）平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（此花区役所）一式長期借入に係る経費の支出について（令和２年９月分）
251,397

此花区役所 企画総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 （一般管理用）LGWAN接続系利用パソコン等機器（此花区役所）一式長期借入に係る経費の支出について（令和２年９月分）
11,067

此花区役所 企画総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 （一般管理用）令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（此花区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
293,898

此花区役所 企画総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（平成27年度一括調達分）（再リース）の借上げにかかる経費の支出について（令和２年９月分）
8,250

此花区役所 企画総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 （一般管理用）平成30年度　ボイスコール外１点（此花区役所）　長期借入に係る経費の支出について（令和２年７月～令和２年９月　第２四半期分）
61,710

此花区役所 企画総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務用）の支出について（令和２年９月分）
252

此花区役所 企画総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務用）の支出について（令和２年９月分）
3,528

此花区役所 企画総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務用）の支出について（令和２年９月分）
2,640

此花区役所 企画総務課 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 （ひとり親サポーター事業用）平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（此花区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（令和２年９月分）
3,072

此花区役所 企画総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合調整担当用料金後納郵便料（令和２年９月分）の支出について
1,804

此花区役所 企画総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合調整担当用料金後納郵便料（令和２年９月分）の支出について
1,736

此花区役所 企画総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合調整担当用料金後納郵便料（令和２年９月分）【料金受取人払い】の支出について
109

此花区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
4,727

此花区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 （区庁舎設備維持用）此花区役所で使用する電気（高圧）料金の支出について（令和２年９月分）
630,507

此花区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （区庁舎設備維持用）令和２年度大阪市此花区役所自動ドア保守点検業務委託にかかる経費の支出について（令和2年4月～9月分）
99,000

此花区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 （一般管理用）令和２年度大阪市此花区役所宿日直用寝具等借入にかかる経費の支出について（令和２年４月～９月分）
77,550

此花区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
1,751

此花区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
33,993

此花区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
9,072

此花区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 （区庁舎設備維持用）此花区役所で使用する電気（高圧）料金の支出について（令和２年９月分）
11,652

此花区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 災害対策用職員住宅にかかる什器借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
32,560

此花区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅にかかる不動産賃借料の支出について（令和２年１１月分）
92,000

此花区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （一般管理用）令和２年９月分　コピー代金の支出について（請求書６通）
101,085

此花区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 映像等による魅力発信事業用　ワイヤレスネットワーク通信料の支出について（令和２年９月分）
4,178

此花区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （一般管理用）令和２年度 此花区役所窓口案内業務委託にかかる経費の支出について（第２四半期分）
609,950

此花区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 （一般管理用）令和２年９月分　モノクロデジタル乾式複写機用フィニッシャー（此花区役所）長期借入にかかる経費の支出について
22,550

此花区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 （一般管理用）区役所附設会館管理運営事業用及び此花区安全確保事業用　AED（自動体外除細動器）長期借入経費の支出について（60月）（令和２年９月分）
4,840

此花区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 （一般管理用）区役所附設会館管理運営事業用及び此花区安全確保事業用　AED（自動体外除細動器）長期借入経費の支出について（60月）（令和２年９月分）
4,840

此花区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 （一般管理用）区役所附設会館管理運営事業用及び此花区安全確保事業用　AED（自動体外除細動器）長期借入経費の支出について（60月）（令和２年９月分）
3,850

此花区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 総合調整担当用タブレット使用料（令和２年９月分）の支出について
7,924

此花区役所 企画総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 （一般管理用）市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
10,663

此花区役所 企画総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用（住情　市民局証明書発行システム用）　電話料金の支出について　令和２年度１０月分　払込書１通
3,885

此花区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金の支出について　令和２年１０月分　払込書１通
16,502

此花区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （区庁舎設備維持費用）産業廃棄物の収集・運搬・処分に係る経費の支出ついて（臨時分）
277,233
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此花区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度此花区広報紙全戸配布業務委託契約にかかる経費の支出について（令和２年９月号）
212,366

此花区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （区庁舎設備維持用）令和２年度大阪市此花区役所庁舎一般廃棄物収集・運搬業務委託について（第２四半期分）
12,540

此花区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （区庁舎設備維持用）令和２年度大阪市此花区役所庁舎産業廃棄物収集・運搬及び処理業務委託について（第２四半期分）
29,304

此花区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度此花区広報紙企画編集及び印刷業務委託経費にかかる支出について（令和２年10月号）
519,497

此花区役所 市民協働課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「２０２０学校説明会」に係る手話通訳謝礼金の支出について（９月１２日実施分）
10,000

此花区役所 市民協働課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子どもたちの未来のために！！事業　家庭学習サポーターの報償金の支出について（８月分）
208,820

此花区役所 市民協働課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 CoCoチャレンジルーム事業　学習指導員の報償金の支出について（８月分）
156,060

此花区役所 市民協働課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分　決議番号30～35分）
12,870

此花区役所 市民協働課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分　決議番号30～35分）
9,000

此花区役所 市民協働課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分　決議番号30～35分）
210

此花区役所 市民協働課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 需用費　消耗品費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分　決議番号30～35分）
3,696

此花区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（9/1,2,3,4 会議室　午後・夜間　平日）【５割還付】【過年度還付】
6,250

此花区役所 市民協働課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分　決議番号36分）
3,000

此花区役所 市民協働課 令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（7/29 会議室　午後　平日）【５割還付】【過年度還付】
1,500

此花区役所 市民協働課 令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（9/8 9/23 会議室　午前・午後　平日）【５割還付】【過年度還付】
6,300

此花区役所 市民協働課 令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（7/30 8/27 8/30 9/10 会議室　午前・午後　平日・休日）【５割還付】【過年度還付】
2,650

此花区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
3,360

此花区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
1,418

此花区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
504

此花区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 此花区役所附設会館にかかる還付金の支出について（9/14外5日　会議室　夜間　平日）【過年度還付】【５割還付】
3,900

此花区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 此花区役所附設会館にかかる還付金の支出について（7/22 8/26 9/30 会議室　午後　平日）【過年度還付】【５割還付】
4,500

此花区役所 市民協働課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 災害時用簡易無線局免許申請にかかる収入印紙の購入経費の支出について
391,000

此花区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子どもたちの未来のために！！事業における「EXテスト(国語・算数)」購入にかかる経費の支出について（２学期８月分）
1,289,600

此花区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 環境創造プロジェクト（小中学校における環境に関する活動支援事業）にかかる消耗品購入経費の支出について（掃除機等）
301,840

此花区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 旅費　普通旅費 令和２年国勢調査市内出張交通費（９月分）の支出について
420

此花区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 委託料　委託料 令和２年国勢調査　大阪市の実地調査業務（調査区番号　５－４　クレーネ大阪）委託料の支出について
39,870

此花区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 委託料　委託料 令和２年国勢調査　大阪市の実地調査業務（調査区番号　１５９－４　ケアセンター水都ホーム）委託料の支出について
39,870

此花区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 委託料　委託料 令和２年国勢調査　大阪市の実地調査業務（調査区番号　１３５－４　大阪暁明館病院）委託料の支出について
39,870

此花区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 委託料　委託料 令和２年国勢調査　大阪市の実地調査業務（調査区番号　６５８－８　オリックス野球クラブ株式会社）委託料の支出について
39,870

此花区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 委託料　委託料 令和２年国勢調査　大阪市の実地調査業務（調査区番号　３７２－４　ラヴィータウーノ、７０１－４　ラヴィータドゥーエ）委託料の支出について
79,740

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の資金前渡金の支出について（令和２年１０月分）
420,000

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金　10月支払資金の支出について
40,000

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金　10月支払資金の支出について
10,000

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務にかかる料金後納郵便料金（８月分）の支出について
10,959

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務にかかる料金後納郵便料金（８月分）の支出について
40,996

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
152,173

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市此花区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和２年８月分）
766,191

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市此花区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和２年８月分）
3,120,243

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便（８月分）の支出について
7,664

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便（８月分）の支出について
33,684

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便（８月分）の支出について
17,000

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便（８月分）の支出について
15,478

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便（８月分）の支出について
231,473

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる（口座）の支出について
332,667

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便（８月分）の支出について
89,693

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便（８月分）の支出について
15,862

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業にかかる市内出張交通旅費の支出について（９月分）
2,484
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此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（令和２年９月処理分２回目）
420,000

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用（トナーカートリッジ　外5点）の購入費の支出について
40,000

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金（９月分）の支出について
4,165

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便（９月分）の支出について
7,948

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用（トナーカートリッジ　外5点）の購入費の支出について
146,729

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金（９月分）の支出について
1,803

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金（９月分）の支出について
280

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便料金（９月分保険担当返信用）の支出について
3,645

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便料金（９月分保険担当返信用）の支出について
486

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便（９月分）の支出について
39,514

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便（９月分）の支出について
98,895

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便（９月分）の支出について
32,594

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金（９月分）の支出について
3,748

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金（９月分）の支出について
416

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便料金（９月分保険担当返信用）の支出について
8,020

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便料金（９月分管理担当返信用）の支出について
22,442

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便（９月分）の支出について
187,771

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（令和２年９月処理分３回目）
420,000

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便（９月分）の支出について
71,471

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便（９月分）の支出について
19,340

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務にかかる料金後納郵便料金（９月分）の支出について
13,293

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務にかかる料金後納郵便料金（９月分）の支出について
42,718

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学通知書等の発送にかかる料金後納郵便料金（9月分）の支出について
178

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制希望調査票の返送にかかる料金後納郵便料金（9月分）の支出について（料金受取人払分）
27,621

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（令和２年１０月処理分）
400,000

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（令和２年１０月支給決定分）
254,085

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
77,987

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市此花区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
766,191

此花区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市此花区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
3,120,243

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 保健福祉センター事業用ペアレントトレーニング講座の報償金の支出について（令和２年９月１４日分）
15,200

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
5,640

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料の支出について
84,700

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
419,741

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
443,460

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
49,985

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
40,941

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
355,300

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
54,790

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
455,400

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
85,727

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所にかかる消耗品費事業資金の支出について（令和2年10月分）
10,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立酉島保育所にかかる消耗品費事業資金の支出について（令和2年10月分）
30,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所にかかる消耗品費事業資金の支出について（令和2年10月分）
30,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくりひろげる講座にかかる講師の報償金の支出について（令和２年９月１４日分）
4,300

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
25,025

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6ヶ月児健診にかかる報償金の支出について（令和２年９月実施分）
105,900

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000
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此花区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 地域生活安定支援広事業（地域生活向上教室）に係る講師謝礼金の支出について
9,800

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
50,467

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,527

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（壮年）にかかる講師報償金の支出について（令和２年９月１７日実施分）
7,110

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくりひろげる講座にかかる講師の報償金の支出について（令和２年９月１８日分）
11,500

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくりひろげる講座にかかる講師の報償金の支出について（令和２年９月２３日分）
8,600

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
66,445

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
8,480

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
24,080

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
1,065

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
21,100

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
703,700

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立にかかる診断書料の支出について
11,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,160

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,200

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
210

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
500

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成費の支出について
132,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について（４月から９月分）
100,710

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（令和２年７月・８月追加分）
1,127

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
11,380

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,225,996

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
19,355

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
61,950

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種にかかる医師報償金の支出について（ＢＣＧ令和２年９月分）
24,900

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度子育て親子よっといで事業にかかる子育て講座講師料の支出について（９月２９日開催ミュージック・ケア）
13,560

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
148,547

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
74,591

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について（８月から９月分）
43,800

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 生活保護事務にかかる会計年度任用職員（年金）の市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
3,240

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科相談にかかる報償金の支出について（令和２年９月実施分）
31,200

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
4,378

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
10,747

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
1,440

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
8,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
38,748

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
13,800

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
18,110

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
37,122

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（壮年）にかかる講師報償金の支出について（令和２年１０月１日実施分）
7,800

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
180

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
1,464

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 保健福祉センター事業用ペアレントトレーニング講座の報償金の支出について（令和２年１０月５日分）
15,200

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
45,400

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出（代理受領方式）
36,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
72,300
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此花区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費（自立支援）の支出について（令和２年９月分）
1,078

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
4,940

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診にかかる報償金の支出について（令和２年９月実施分）
81,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
11,561

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費・日割り家賃の支出について
6,270

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料の支出について
128,700

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
226,450

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による被服費・日割り家賃の支出について
1,333

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による自立支援医療手続協力料の支出について
550

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
68,721

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
41,290

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
90,707

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
673,870

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 発達相談事業にかかる報償金の支出について（令和２年１０月実施分）
62,900

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子福祉資金貸付金の支出について（令和２年１０月分～１２月分）
1,866,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和２年８～９月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
670

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和２年８～９月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
342

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課(地域福祉）事務用品購入経費（トナーカートリッジ外１４点）の支出について
16,500

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課(地域福祉）事務用品購入経費（トナーカートリッジ外１４点）の支出について
47,540

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 令和２年８～９月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
360

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 令和２年８～９月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
460

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課(地域福祉）事務用品購入経費（トナーカートリッジ外１４点）の支出について
9,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
15,312

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
45,983

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
168

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
292

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課(地域福祉）事務用品購入経費（トナーカートリッジ外１４点）の支出について
9,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 保健福祉課(地域福祉）事務用品購入経費（トナーカートリッジ外１４点）の支出について
31,543

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
13,761

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 令和２年８～９月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
4,349

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課(地域福祉）事務用品購入経費（トナーカートリッジ外１４点）の支出について
49,500

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課(地域福祉）事務用品購入経費（トナーカートリッジ外１４点）の支出について
2,472

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
2,108

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
5,369

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課(地域福祉）事務用品購入経費（トナーカートリッジ外１４点）の支出について
24,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課(地域福祉）事務用品購入経費（トナーカートリッジ外１４点）の支出について
5,450

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
168

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
404

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課(地域福祉）事務用品購入経費（トナーカートリッジ外１４点）の支出について
40,370

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
21,724

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 令和２年８～９月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
660

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,982

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
20,913

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,532

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
3,316

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 令和２年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
7,088

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 令和２年８～９月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
2,022



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報

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

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
12,518

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について（８月から９月分）
647,253

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉センター事業にかかる市内出張交通費（令和２年９月分）の支出について
2,025

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業にかかる市内出張交通費（令和２年９月分）の支出について
3,042

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和２年９月分）の支出について
1,028

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分資金前渡金の支出について
9,000,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分資金前渡金の支出について
5,000,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
840

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分資金前渡金の支出について
150,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分資金前渡金の支出について
300,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業にかかる市内出張交通費（令和２年９月分）の支出について
620

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和２年９月分）の支出について
1,548

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和２年９月分）の支出について
420

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和２年９月分）の支出について
168

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和２年９月分）の支出について
84

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和２年９月分）の支出について
84

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和２年９月分）の支出について
10,752

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和２年９月分）の支出について
252

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室にかかる報償金の支出について（令和２年１０月実施分）
11,160

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和２年９月分）の支出について
7,370

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所にかかる賄材料費の支出について（令和2年10月分）
1,318,640

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉センター事業にかかる市内出張交通費（令和２年９月分）の支出について
414

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）虐待対応用携帯電話の利用料の支出について（令和２年９月分）
1,139

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 保健福祉センター事業用タブレット端末の利用料金（令和２年９月分）の支出について
7,924

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事業にかかる料金後納郵便料９月分の支出について
318,202

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（単価契約）の支出について（令和2年9月分）
6,496

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健業務にかかる事務用品の購入経費（ふせん外１４点）の支出について
43,648

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
5,660

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健業務にかかる事務用品の購入経費（ふせん外１４点）の支出について
880

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健業務にかかる事務用品の購入経費（ふせん外１４点）の支出について
748

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健業務にかかる事務用品の購入経費（ふせん外１４点）の支出について
25,080

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健業務にかかる事務用品の購入経費（ふせん外１４点）の支出について
15,818

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
56,074

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について（８月から１１月分）
198,325

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3か月児健診にかかる報償金の支出について（令和２年１０月実施分）
24,900

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 『このはな地域見守りタイ』事業　委託料の支出について（第２四半期）
2,123,594

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
149,432

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について（８月から１１月分）
68,310

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
336

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
2,350

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
38,506

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
132,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
247,192

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
21,123

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
11,868

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費の支出について
13,660

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
41,590
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此花区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
1,375

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
511,185

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
48,531

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
720,480

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（壮年）にかかる講師報償金の支出について（令和２年１０月１６日実施分）
6,300

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
75,124

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
3,442

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
168

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
502

此花区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
474

中央区役所 総務課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度中央区役所植木剪定業務の実施経費の支出について
242,000

中央区役所 総務課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度中央区総合庁舎産業廃棄物搬出処理業務の支出について（８月分）
179,140

中央区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（令和２年９月分）
2,656

中央区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 中央区役所　漏電遮断器取替工事の実施並びに同経費の支出について
70,950

中央区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（令和２年９月分）
238

中央区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（令和２年９月分）
83

中央区役所 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）（内訳書決議番号17、18）
17,000

中央区役所 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）（内訳書決議番号17、18）
18,900

中央区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年10月19日～10月23日支払い分）
700,000

中央区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（中央区役所）一式長期借入（平成29年度契約）の経費の支出について（令和２年９月分）
174,451

中央区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入（再リース）の経費の支出について（令和２年９月分）
11,000

中央区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器長期借入経費の支出について（９月分）
8,154

中央区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区役所庁舎にかかる清掃業務委託　長期継続（平成３１年３月１日～令和４年２月２８日）の経費の支出について（令和２年９月分）
693,000

中央区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（中央区役所）一式長期借入（令和元年度契約）の経費の支出について（令和２年９月分）
408,727

中央区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報端末賃借業務の経費の支出について（令和２年９月分）
27,280

中央区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）（内訳書決議番号16）
2,600

中央区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度中央区総合庁舎産業廃棄物搬出処理業務の支出について（９月分）
17,759

中央区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 中央区災害対策用職員住宅什器借入業務の経費の支出について（９月分）
22,058

中央区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所庁舎管理用アルコール消毒液の購入経費の支出について（10月２日納品分）
35,640

中央区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（令和２年９月分）
63,091

中央区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（令和２年９月分）
86,136

中央区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（令和２年９月分）
29,973

中央区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（令和２年９月分）
40,921

中央区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所デジタル印刷機長期借入業務の経費の支出について（令和２年９月分）
6,655

中央区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（令和２年９月分）
2,543

中央区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（令和２年９月分）
5,353

中央区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（令和２年９月分）
1,873

中央区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（令和２年９月分）
890

中央区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用（生活支援・保健担当・住民登録）コピー代金の支出について（９月分）
77,473

中央区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料（常用電話）の支出について（９月分）
114,275

中央区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度宿直用寝具賃貸借業務の実施経費の支出について（令和２年度第２四半期分）
33,000

中央区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度宿直用寝具賃貸借業務の実施経費の支出について（令和２年度第２四半期分）
8,250

中央区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料（常用電話）の支出について（９月分）
10,248

中央区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料（常用電話）の支出について（９月分）
3,587

中央区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便の支出について（９月分）
1,078

中央区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所業務用モバイルwi-fiルータの通信料金の支出について（令和２年９月分）
1,387

中央区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分・１回目）（内訳書決議番号106、203、25）
11,082
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中央区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分・１回目）（内訳書決議番号106、203、25）
7,920

中央区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分・１回目）（内訳書決議番号106、203、25）
18,900

中央区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分・1回目）【住民投票】（内訳書決議番号19、20、21、22、23、24、26、27）
36,700

中央区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度中央区総合庁舎にかかる一般廃棄物搬出処理業務の経費の支出について（令和２年９月分）
3,339

中央区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 令和２年度　中央区広報紙「広報ちゅうおう」企画編集及び印刷業務委託（概算契約）経費の支出について（令和2年10月号）
457,756

中央区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（令和２年９月分）
457,864

中央区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（令和２年９月分）
1,456,120

中央区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中長期在留者住居地届出等事務にかかる申請書等発送用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,394

中央区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画グループにかかる郵送経費（料金後納郵便）の支出について（令和2年9月分）
1,100

中央区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画グループにかかる郵送経費（料金後納郵便）の支出について（令和2年9月分）
374

中央区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
87,768

中央区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 大阪市を廃止し特別区を設置することについての住民投票事務用コピー代金の支出について（９月分）
8,478

中央区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 大阪市を廃止し特別区を設置することについての住民投票事務用コピー代金の支出について（９月分）
32,412

中央区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（令和２年９月分）
130,593

中央区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（令和２年９月分）
45,707

中央区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料（戸籍広域用）の支出について（９月分）
2,361

中央区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　中央区広報紙「広報ちゅうおう」全戸配布業務委託（概算契約）経費の支出について（令和２年９月号分）
677,436

中央区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（令和２年９月分）
733

中央区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 令和2年国勢調査にかかる郵便料金（後納料金）【差出人後納払（調査票の送付等）】の支出について（９月分）
909,956

中央区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 令和2年国勢調査にかかる郵便料金（後納料金）【受取人後納払（調査員承諾書等）】の支出について（９月分）
2,376

中央区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用・住民投票事務用料金後納郵便料金の支出について（【東－差】令和２年９月分）
84

中央区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用・住民投票事務用料金後納郵便料金の支出について（【東－差】令和２年９月分）
2,688

中央区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 大阪市を廃止し特別区を設置することについての住民投票用掲示用粘着タブ外13点の購入経費の支出について
253,782

中央区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 選挙事務用・住民投票事務用料金後納郵便料金の支出について（【東－差】令和２年９月分）
2,726

中央区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 住民投票事務用料金後納郵便の支出について（【東－差】【レターパック】令和２年９月分）
78,000

中央区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 住民投票事務用料金後納郵便料金の支出について（【東－受】令和２年９月分）
3,366

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　９月分１０回目
67,319

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　９月分８回目
107,930

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　９月分９回目
71,981

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金の支出について（一般・10月分）
100,000

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金の支出について（マル退・10月分）
3,000

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　９月分１１回目
16,525

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　９月分１３回目
92,729

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　９月分１２回目
116,560

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月08日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・還付加算金)　９月分２回目
2,400

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月08日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　９月分１４回目
273,355

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月08日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　９月分１６回目
369,345

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　９月分１７回目
384,271

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　９月分１５回目
1,172,516

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月12日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　９月分１８回目
278,402

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 住民情報業務等にかかる大阪市中央区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）経費の支出について（令和２年８月）
1,337,528

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住民情報業務等にかかる大阪市中央区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）経費の支出について（令和２年８月）
4,659,105

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　９月分１９回目
813,365

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　１０月分１回目
386,315

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 出生届記念品（ガーゼタオルハンカチ外１点）の購入経費の支出について
153,120

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　９月分２０回目
1,182,248

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　１０月分２回目
212,340
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中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　１０月分３回目
1,347,279

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　１０月分５回目
338,642

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　９月分２１回目
836,699

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　９月分２２回目
561,580

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（令和２年９月第３回支給決定分）
301,737

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（令和２年９月第２回支給決定分）
200,000

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険の高額療養費の支出について（令和２年９月支給決定分）
150,800

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（令和２年９月第１回支給決定分）
1,953,505

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　１０月分４回目
455,727

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 令和２年度　後期高齢者医療広域連合標準システム用プリンタートナー購入の支出について
25,960

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険料収納事務用　CREPICO口座振替受付端末の修繕費の支出について
7,040

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳決議番号５０５）
9,920

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国民健康保険料収納事務用　CREPICO口座振替受付端末の修繕費の支出について
8,800

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（令和２年９月第４回支給決定分）
201,490

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金の支出について　(歳出・一般分)　１０月分６回目
506,815

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金の支出について　(歳出・一般分)　１０月分７回目
770,108

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月22日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金の支出について　(歳出・一般分)　１０月分９回目
143,663

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月22日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金の支出について　(歳出・一般分)　１０月分１０回目
100,425

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月22日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金の支出について　(歳出・一般分)　１０月分８回目
594,561

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用後納郵便料金の支出について【南－差】(令和２年９月分)
139,850

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用料金受取人払郵便料金の支出について【東－受】(令和２年９月分)
72,013

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用後納郵便料金の支出について【東－差】(令和２年９月分)
533,406

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金の支出について　(歳出・一般分)　１０月分１１回目
60,710

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金の支出について　(歳出・一般分)　１０月分１２回目
255,298

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金業務用後納郵便料金の支出について(９月分・東局)
7,660

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金業務用後納郵便料金の支出について(９月分・東局)
281,398

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険賦課事務用後納郵便料金の支出について（９月分・南局）
33,320

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険資格・賦課事務用受取人払郵便料金の支出について（９月分）
56,431

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金の支出について　(歳出・一般分)　１０月分１３回目
6,453

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金業務用後納郵便料金の支出について(９月分・東局)
46,364

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用コピー代金の支出について（令和２年９月分）
16,906

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金の支出について　(歳出・一般分)　１０月分１４回目
73,289

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 個人番号カード交付事務にかかる交付通知書等発送用料金後納郵便の支出について（令和２年９月分）
29,292

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学事務にかかる就学通知書等発送用料金後納郵便の支出について（令和２年９月分）
346

中央区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金の支出について　(歳出・一般分)　１０月分１５回目
154,142

中央区役所 市民協働課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 中央会館既納使用料の還付について（６月５日還付請求分）
41,640

中央区役所 市民協働課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 中央会館既納使用料の還付について（６月６日～６月９日還付請求分）
45,060

中央区役所 市民協働課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度　外国籍児童生徒サポート事業に係る報償金の支出について（８月分）
72,120

中央区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づく事務用コピー代金の支出について（８月分）
587

中央区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づく事務用コピー代金の支出について（８月分）
5,609

中央区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づく事務用コピー代金の支出について（８月分）
1,395

中央区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づく事務用コピー代金の支出について（８月分）
49

中央区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 中央区民センター既納使用料の半額還付について（７月17日～７月28日還付請求分）
17,840

中央区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 中央会館既納使用料の半額還付について（7月29日～８月５日還付請求分）
9,220

中央区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 中央区民センター既納使用料の還付について（７月19日～８月６日還付請求分）
49,460

中央区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 中央会館既納使用料の還付について（７月19日～８月２日還付請求分）
21,340

中央区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 中央会館既納使用料の半額還付について（７月16日～７月25日還付請求分）
5,030
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中央区役所 市民協働課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域安全防犯関係事業にかかる防犯等啓発用マスクポケットの印刷経費の支出について
105,600

中央区役所 市民協働課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 中央区魅力発信パネル多言語翻訳業務にかかる経費の支出について
399,080

中央区役所 市民協働課 令和02年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 中央会館既納使用料の還付について（８月４日～８月１４日還付請求分）
9,720

中央区役所 市民協働課 令和02年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 中央区民センター既納使用料の半額還付について（８月５日～８月８日還付請求分）
8,910

中央区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館管理運営事業にかかる指定管理者への業務代行料の支出について（第３回分）
12,171,285

中央区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
310

中央区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
624

中央区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度「中央区の歴史と文化を活かした生涯学習事業」業務委託の経費支出について
776,000

中央区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
84

中央区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 中央区民センター既納使用料の半額還付について（８月１日～８月３日還付請求分）
3,780

中央区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 中央区民センター既納使用料の半額還付について（８月２７日還付請求分）
900

中央区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 中央会館既納使用料の還付について（８月１９日～８月２２日還付請求分）
8,640

中央区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 中央会館既納使用料の半額還付について（８月26日～８月29日還付請求分）
3,180

中央区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 中央区民センター既納使用料の半額還付について（８月22日～８月27日還付請求分）
9,980

中央区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 中央区民センター既納使用料の還付について（８月１０日～８月１８日還付請求分）
32,120

中央区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 中央区民センター既納使用料の還付について（８月20日還付請求分）
61,200

中央区役所 市民協働課 令和02年10月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 中央会館既納使用料の半額還付について（８月１８日～８月３０日還付請求分）
9,780

中央区役所 市民協働課 令和02年10月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 中央会館既納使用料の半額還付について（９月２日～９月５日還付請求分）
3,920

中央区役所 市民協働課 令和02年10月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 中央区民センター既納使用料の半額還付について（９月７日～９月１１日還付請求分）
9,830

中央区役所 市民協働課 令和02年10月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 中央区民センター既納使用料の半額還付について（８月２６日～８月３０日還付請求分）
23,950

中央区役所 市民協働課 令和02年10月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 中央区民センター既納使用料の半額還付について（９月２日～９月６日還付請求分）
7,460

中央区役所 市民協働課 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 令和２年度学校選択制希望調査の実施等に係る後納料金（受取人払）の支出について（東郵便局・令和２年９月分）
39,303

中央区役所 市民協働課 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 令和２年度学校選択制学校案内冊子の発送に係る料金後納郵便料金の支出について（東郵便局・令和２年９月分）
1,250

中央区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（９月分）
2,478

中央区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（９月分）
840

中央区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度中央区放置自転車啓発指導等業務委託経費の支出について（９月分）
172,064

中央区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（９月分）
168

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 令和２年度市立保育所消耗品費（特別保育用）の支出について（１０月分）
10,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 令和２年度市立保育所消耗品費（通常保育用）の支出について（１０月分）
30,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
161,756

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診にかかる報償金の支出について（令和２年８月分）
31,200

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
55,607

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
133,650

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（治療材料）の支出について
19,928

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
6,090

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
46,216

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
17,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（検診料）の支出について
35,780

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
23,108

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
216,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
32,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
74,080

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
36,378

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（家財処分代）の支出について
69,740

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
9,397

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
11,803

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
5,885
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中央区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
5,423

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
37,744

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
9,636

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
1,518

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
30,793

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
17,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（長期入院患者診療報酬）の支出について
53,940

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（申請協力料）の支出について
550

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（検査料）の支出について
8,280

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
250,400

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月09日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金修学資金（令和２年10月～12月分）の支出について
81,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月09日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金修学資金（令和２年１０月～１２月分）の支出について
243,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月09日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉貸付金修学資金（令和２年10月～12月分）の支出について
238,500

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
27,248

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
91,280

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
12,030

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
17,800

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
57,558

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 発達相談及び3歳児2次健診（眼科・耳鼻科）にかかる報償金の支出について（令和２年８月分）
62,900

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診にかかる報償金の支出について（令和２年９月７日分）
124,500

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診にかかる報償金の支出について（令和２年９月１日分）
105,900

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 １歳６ヶ月児健診にかかる報償金の支出について（令和２年８月28日分）
130,800

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 １歳６か月児健診にかかる報償金の支出について（令和２年８月２４日分）
99,600

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3ヶ月児健診にかかる報償金の支出について（令和２年８月１８日分）
99,600

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
171,850

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
90,308

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
206,996

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
26,085

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
12,432

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
26,617

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
15,090

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料・検診料）の支出について
16,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
720

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
7,700

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
1,460

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費　措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
20,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業にかかる報償金の支出について（令和２年９月分）
49,800

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月15日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金修学資金（令和２年10月～12月分）の支出について
243,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
62,678

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
82,878

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
10,930

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
13,460

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
24,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
12,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
8,191

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
1,380

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（福祉用具）の支出について
7,150
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中央区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（移送費）の支出について
27,293

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
7,730

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 令和２年度市立保育所にかかる給間食費の支出について（１０月分）
934,530

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳決議番号４０８～４０９）
8,967

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳決議番号４０８～４０９）
9,240

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳決議番号４０８～４０９）
1,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳決議番号４０８～４０９）
3,400

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
49,926

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
163,275

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）決議番号16～18
1,756

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）決議番号16～18
5,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）決議番号16～18
8,360

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
41,881

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
9,874

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
10,740

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
341,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
20,700

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
5,870

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
4,554

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（検査料）の支出について
6,880

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
11,050

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
6,640

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
960

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
25,300

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
216,940

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）決議番号16～18
1,222

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
500

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
1,600

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
400

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
500

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
100

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
300

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
10,951

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 令和２年１１月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
10,000,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 令和２年１１月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
6,500,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 令和２年１１月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
300,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 令和２年１１月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
500,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
5,300

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
10,998

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
220

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
2,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
500

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
5,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
1,300
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中央区役所 保健福祉課 令和02年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
100

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 中央区保健福祉センター事業用普通自動車長期借入経費の支出について（令和2年9月分）
44,550

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
160,224

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
268,071

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
22,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
7,021

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
712

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
7,722

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
6,708

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
1,600

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
14,628

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
720

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
225,711

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業実施用後納郵便料の支払いについて（令和２年９月分）
1,372

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
88,960

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業実施用後納郵便料の支払いについて（令和２年９月分）
9,660

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業実施用後納郵便料の支払いについて（令和２年９月分）
252

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業実施用後納郵便料の支払いについて（令和２年９月分）
94

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業実施用後納郵便料の支払いについて（令和２年９月分）
84

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業実施用後納郵便料の支払いについて（令和２年９月分）
420

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業実施用後納郵便料の支払いについて（令和２年９月分）
2,352

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業実施用後納郵便料の支払いについて（令和２年９月分）
7,280

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業実施用後納郵便料の支払いについて（令和２年９月分）
1,972

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業実施用後納郵便料の支払いについて（令和２年９月分）
252

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３か月児健診にかかる報償金の支出について（令和２年９月１５日分）
99,600

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診にかかる報償金の支出について（令和２年９月分）
31,200

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 １歳６ヶ月児健診にかかる報償金の支出について（令和２年９月２５日分）
130,800

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業実施用後納郵便料の支払いについて（令和２年９月分）
25,932

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（９月分）の支出について
3,908

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
60,580

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用受取人払後納郵便料金の支出について（９月分）
18,629

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（９月分）の支出について
1,954

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
4,200

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
100,624

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和２年度各種保健事業実施用市内出張交通費の支出について（９月分）
3,408

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援・保育グループ）業務にかかる出張旅費の支出について（６～９月分）
1,180

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援・保育グループ）業務にかかる出張旅費の支出について（６～９月分）
800

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
5,040

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
676

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
3,118

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
252

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
1,176

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
26,492

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
9,650

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
1,270



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報

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

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
2,530

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
84

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
8,982

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
168

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
3,096

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
24,464

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
52,642

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人葬儀費用にかかる委託経費の支出について
181,743

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 生活保護事務用市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
10,650

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
360

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
29,425

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
25,382

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
46,658

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
83,878

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
93,500

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
1,360

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（検査料）の支出について
7,248

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
21,590

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（長期入院患者診療報酬）の支出について
31,320

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 令和２年度「青少年エイズ対策事業研修会」への出席にかかる旅費の支出について
360

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 令和２年度結核医療費公費負担事業（３７条）用出張旅費の支出について（９月分）
1,400

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
84

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
6,052

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
9,934

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援・保育グループ）業務にかかる出張旅費の支出について（６～９月分）
1,720

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援・保育グループ）業務にかかる出張旅費の支出について（６～９月分）
380

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
608

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
55,806

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
11,014

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
3,286

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
3,810

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援・保育グループ）業務にかかる出張旅費の支出について（６～９月分）
360

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
3,076

中央区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
1,032

西区役所 総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用障がい者の就業訓練を目的とした西区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）の経費の支出について（８月分）
442,860

西区役所 総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用令和2年度西区広報紙企画編集業務にかかる委託経費の支出について（令和2年10月号）
275,000

西区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所管理運営用令和２年度西区役所庁舎内ケーブルテレビ視聴料の支出について（７月分及び８月分）
3,300

西区役所 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
842

西区役所 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
19,927

西区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年10月19日～10月23日支払い分）
200,000

西区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広報事業用令和２年度西区広報紙新聞折込広告業務委託にかかる経費の支出について（令和２年10月号）
137,277

西区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各課事務用コピー代の支出について（令和２年９月分）
214,611

西区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用障がい者の就業訓練を目的とした西区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）の経費の支出について（９月分）
442,860

西区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用令和２年度西区役所宿直用寝具借入経費の支出について（７月～９月分）
37,125

西区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務資料用令和２年度産経新聞の購読料の支出について（７月～９月分）
12,111

西区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務資料用令和２年度朝日新聞購読料の支出について（７月～９月分）
12,111

西区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務資料用令和２年度読売新聞購読料の支出について（７月～９月分）
13,200
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西区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年度総務課事務資料用毎日新聞、日本経済新聞及び大阪日日新聞の購読料の支出について(７月～９月分）
32,961

西区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎管理運営用平成29年度LGWAN接続系利用パソコン等機器（西区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
8,154

西区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所管理運営用平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（西区役所）一式長期借入（再リース）にかかる経費の支出について（９月分）
17,600

西区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所管理運営用平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
135,096

西区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所管理運営用令和元年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
361,350

西区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 ひとり親家庭サポーター用平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
3,072

西区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用大阪市西区役所屋外階段電気系統修繕にかかる経費の支出について
98,560

西区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
4,652

西区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
336

西区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
540

西区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用令和２年度西区役所自動扉開閉装置一式保守業務委託にかかる経費の支出について（令和２年４月～令和２年９月分）
181,500

西区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所管理運営用庁内情報利用パソコン用カラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
9,900

西区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所管理運営用令和２年度点字プリンタ等一式の再リースにかかる経費の支出について（９月分）
4,565

西区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 大阪市廃止・特別区設置住民投票にかかる投票所用使い捨て鉛筆外10点買入経費の支出について
448,606

西区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用非接触体温計買入にかかる経費の支出について
115,500

西区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用令和２年度西区総合庁舎産業廃棄物搬出処理業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（９月分）
12,510

西区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用令和２年度西区総合庁舎一般廃棄物収集運搬業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（９月分）
6,092

西区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 障がい福祉サービス等事業用iOS搭載タブレット端末長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
12,216

西区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
1,650

西区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
7,862

西区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西区生涯学習ルーム事業・地域連携支援講座にかかる講師謝礼金の支出について（９月分）
17,500

西区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区における人権啓発推進事業用市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
460

西区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用令和２年度西区広報紙印刷業務にかかる印刷経費の支出について（令和２年10月号）
293,779

西区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用令和２年度新聞未購読世帯への西区広報紙配付業務委託にかかる経費の支出について（令和２年10月号）
122,295

西区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持用電気料金の支出について（令和２年９月分）
1,019,085

西区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用大阪市西区役所４階女子更衣室等電気設備修繕にかかる経費の支出について
106,260

西区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用大阪市西区役所１階多目的トイレ等修繕にかかる経費の支出について
279,400

西区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度西区広報紙企画編集業務にかかる委託経費の支出について（令和2年11月号）
181,500

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金の支出について（１０月分）
80,000

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金の支出について（１０月分）
20,000

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支出について
634,749

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支出について
134,955

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支出について
700,000

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支出について
1,443,920

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支出について（９月分５回目）
696,604

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の還付加算金の支出について
10,000

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支出について
429,638

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支出について
100,000

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支出について（９月分６回目）
1,666,397

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
20,000

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の還付加算金の支出について
2,800

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支出について（９月分９回目）
876,103

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保険年金事務用ＭＳボイスコール印字ＲＯＭ（基盤）購入にかかる経費の支出について
28,050

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金担当）事務用市内出張交通費の支出について（令和２年８・９月分）
720

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金担当）事務用市内出張交通費の支出について（令和２年８・９月分）
360

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の還付加算金の支出について
3,700

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支出について（１０月分１回目）
399,260
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西区役所 窓口サービス課 令和02年10月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支出について（１０月分３回目）
393,068

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍関係事務にかかる後納郵便料金（令和２年９月分）の支出について
28,012

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍関係事務にかかる後納郵便料金（令和２年９月分）の支出について
69,516

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 特別永住者関係事務にかかる後納郵便料金（令和２年９月分）の支出について
920

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）郵送料（発送用）の支出について（令和２年９月分）
2,020

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学関係事務にかかる受取人払郵便料金（令和２年９月分）の支出について
71,874

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学関係事務にかかる後納郵便料金（令和２年９月分）の支出について
546

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用デジタル複写機コピー料金の支出について（９月分）
20,811

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）郵送料（発送用）の支出について（令和２年９月分）
29,984

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）郵送料（発送用）の支出について（令和２年９月分）
30,940

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課管理担当国民健康保険事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（9月分）
55,489

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）郵送料（収受用）の支出について（令和２年９月分）
44,571

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）郵送料（発送用）の支出について（令和２年９月分）
60,954

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課管理担当国民健康保険事務用後納郵便料金（文書発送）の支出について（9月分）
445,681

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）郵送料（発送用）の支出について（令和２年９月分）
34,576

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）郵送料（発送用）の支出について（令和２年９月分）
19,152

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）郵送料（発送用）の支出について（令和２年９月分）
62,068

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西区役所住民情報業務等委託における業務委託料の支出について（令和２年９月分）
756,851

西区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西区役所住民情報業務等委託における業務委託料の支出について（令和２年９月分）
3,888,770

西区役所 地域支援課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用地域安全対策職員防犯パトロール自転車の買入経費の支出について
30,580

西区役所 地域支援課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 防犯対策事業用地域安全対策職員防犯パトロール自転車の買入経費の支出について
600

西区役所 地域支援課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,000

西区役所 地域支援課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
600

西区役所 地域支援課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援課事務用後納郵送料の支出について（9月分）
168

西区役所 地域支援課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援課事務用後納郵送料の支出について（9月分）
308

西区役所 地域支援課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援課事務用後納郵送料の支出について（9月分）
1,676

西区役所 地域支援課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援課事務用後納郵送料の支出について（9月分）
840

西区役所 地域支援課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策用携帯電話料金の支出について（９月分）
6,612

西区役所 地域支援課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度大阪市西区における新たな地域コミュニティ支援事業にかかる業務委託料の支出について（第2四半期）
3,860,175

西区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（特別保育）の支出について（令和2年10月分）
10,000

西区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育）の支出について（令和2年10月分）
30,000

西区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
316,610

西区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
6,760

西区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
69,877

西区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
467,090

西区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
114,318

西区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
47,871

西区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
108,310

西区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
90,000

西区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
19,313

西区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

西区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西区地域福祉見守り活動応援事業用業務委託料の支出について（第３四半期分）
2,918,959

西区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
78,573

西区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
130,484

西区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
270,920

西区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
12,000

西区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,800
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西区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,080

西区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
848

西区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
46,130

西区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
141,060

西区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
239,280

西区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
17,800

西区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
22,550

西区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,300

西区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
2,045

西区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
16,800

西区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
908

西区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
816

西区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,923

西区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
3,400

西区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

西区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
18,230

西区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
13,300

西区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
66,292

西区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
45,000

西区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度児童手当給付費１０月定例支給（区執行分）の支出について（窓口払い分）
70,000

西区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,500

西区役所 保健福祉課 令和02年10月16日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉貸付事業にかかる母子福祉貸付金（修学資金）の支出について（第１四半期～第３四半期分）
969,000

西区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
58,262

西区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
457,610

西区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立にかかる診断書料の支出について
10,000

西区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
23,870

西区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費事業資金の支出について（令和2年10月分）
985,890

西区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（９月２５日実施分）
99,600

西区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（9月分）の支出について
4,510

西区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（9月分）の支出について
336

西区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（9月分）の支出について
480

西区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（9月分）の支出について
1,556

西区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（9月分）の支出について
2,528

西区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（9月分）の支出について
22,598

西区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（9月分）の支出について
3,400

西区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（9月分）の支出について
2,190

西区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（9月分）の支出について
4,094

西区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（9月分）の支出について
828

西区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（9月分）の支出について
18,360

西区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（9月分）の支出について
6,114

西区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（9月分）の支出について
11,492

西区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務に係る後納郵便料金及び受取人払郵便料金の支出について（令和２年９月分）
197,576

西区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
96,286

西区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
1,500

西区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（9月分）の支出について
5,628

西区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（9月分）の支出について
84

西区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（9月分）の支出について
66,968
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西区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（9月分）の支出について
8,484

西区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（9月分）の支出について
5,900

西区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（9月分）の支出について
42,910

西区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（9月分）の支出について
4,032

西区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（9月分）の支出について
2,728

西区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（9月分）の支出について
1,644

西区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
147,489

西区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
508,074

西区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
58,074

西区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
571,833

西区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
81,940

西区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
15,080

西区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
147,374

西区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
12,160

西区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 老人保護措置に係る葬祭費の支出について
70,573

西区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による１１月分生活保護費の支出について
8,500,000

西区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による１１月分生活保護費の支出について
6,000,000

西区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による１１月分生活保護費の支出について
150,000

西区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
24,200

西区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による１１月分生活保護費の支出について
300,000

西区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,060

西区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
69,960

西区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
55,480

西区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 生活保護業務に係る市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
1,130

西区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護業務に係る市内出張交通費の支出について（令和２年７月分）
360

西区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護業務に係る市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
560

西区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
94

西区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
168

西区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
13,260

西区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
94

西区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
420

西区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
5,748

西区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
924

西区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
224

西区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
2,226

西区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
1,112

西区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
16,298

西区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
168

西区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
168

西区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
36,950

西区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用デジタル複写機コピー料金の支出について（令和２年９月分）
1,766

西区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
465,660

西区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金受取人払後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
13,362

西区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
36,772

西区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
5,350

西区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
1,652

西区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
202,283
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西区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
25,250

西区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度ペアレント・トレーニングにおける子育て支援事業に係る講師謝礼金（令和２年１０月１９日　事前打合せ）の支出について
13,520

西区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
60,593

西区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域健康情報発信事業用健康情報（壮年期・高齢者）リーフレット作成にかかる経費の支出について
35,200

西区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（令和２年９月分）
606,640

西区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　印刷製本費 地域健康情報発信事業用健康情報（壮年期・高齢者）リーフレット作成にかかる経費の支出について
28,875

西区役所 きずなづくり課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 旅費　普通旅費 国勢調査用市内出張交通費の支出について（令和2年9月分）
504

西区役所 きずなづくり課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 きずなづくり課事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（令和２年９月分）
2,079

西区役所 きずなづくり課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 使用料及賃借料　使用料 令和２年国勢調査に係る九条北連合会館の利用料金の支出について（８月２５日・１０月６日実施分）
6,000

西区役所 きずなづくり課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 使用料及賃借料　使用料 令和２年国勢調査に係る本田連合会館の利用料金の支出について（８月２４日・１０月５日実施分）
10,000

西区役所 きずなづくり課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 令和２年国勢調査に係る後納郵便料金（９月分）の支出について
113,840

西区役所 きずなづくり課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 使用料及賃借料　使用料 令和２年国勢調査に係る高台連合会館の利用料金の支出について（８月３１日、１０月１２日実施分）
9,000

西区役所 きずなづくり課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 使用料及賃借料　使用料 令和２年国勢調査に係る九条東会館の利用料金の支出について（８月２７日、８月２９日・１０月８日、１０月１０日実施分）
12,000

西区役所 きずなづくり課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 使用料及賃借料　使用料 令和２年国勢調査に係る日吉連合会館の利用料金の支出について（９月３日・１０月１３日実施分）
6,000

西区役所 きずなづくり課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 使用料及賃借料　使用料 令和２年国勢調査に係る明治連合会館の利用料金の支出について（８月２５日・１０月９日実施分）
10,000

港区役所 総務課 令和02年10月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高速プリンター用インクの購入経費の支出について
377,080

港区役所 総務課 令和02年10月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所フロアマネージャー派遣業務にかかる支出について（8月分）
508,365

港区役所 総務課 令和02年10月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（磯路小学校区）（9月分）
46,758

港区役所 総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 各担当事業用　市内出張交通費の支出について（令和２年８月分）
3,240

港区役所 総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各担当事業用　市内出張交通費の支出について（令和２年８月分）
19,174

港区役所 総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）
1,034

港区役所 総務課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（令和２年９月分）
696,896

港区役所 総務課 令和02年10月05日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（令和２年９月分）
85,249

港区役所 総務課 令和02年10月05日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（令和２年９月分）
45,521

港区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　ＦＡＸ機用トナーの買入経費の支出について
396,000

港区役所 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
1,454

港区役所 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　港区役所5階男子トイレ修繕経費の支出について
41,910

港区役所 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
5,000

港区役所 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
3,150

港区役所 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
149

港区役所 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
4,574

港区役所 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
4,704

港区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年10月19日～10月23日支払い分）
1,000,000

港区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般事務事業用　スピーカーフォン外５点の買入経費の支出について
344,784

港区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（港晴小学校区）（9月分）
31,558

港区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度港区広報板ポスター掲出等業務委託の経費の支出について（９月分）
40,940

港区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）（9月分・地活協）
52,000

港区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（三先小学校区）（9月分）
44,416

港区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（南市岡小学校区）（9月分）
45,000

港区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（池島小学校区）（9月分）
29,225

港区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）（9月分・コミ協）
2,700

港区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（田中小学校区）（9月分）
64,875

港区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）（9月分・コミ協）
1,800

港区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度港区広報紙編集等業務にかかる委託料の支出について（令和２年１０月号）
275,000

港区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（波除小学校区）（9月分・コミ協）
5,000

港区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（波除小学校区）（9月分・地活協）
97,000

港区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）（9月分・地活協）
34,000
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港区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 区災害対策用職員住宅事務用電話通話料の支出について（令和２年９月分）
3,027

港区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
1,494

港区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報紙（港区役所）概算印刷にかかる経費の支出について（令和２年１０月号）
350,900

港区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（磯路小学校区）（１０月分）
46,758

港区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（八幡屋小学校区）（9月分）
37,408

港区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（令和２年９月分）
362,178

港区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（令和２年９月分）
789,524

港区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務グループ事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
3,562

港区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口状況配信用無線Wi-Fiの回線使用料の支出について（令和２年９月分）
3,036

港区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（弁天小学校区）（９月分）
92,925

港区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度自動扉開閉装置保守点検業務に係る委託料の支出について（令和２年４月～９月分）
95,863

港区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所フロアマネージャー派遣業務にかかる支出について（９月分）
508,365

港区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度電子レジスター保守点検業務にかかる委託料の支出について（令和２年度第１回目）
10,450

港区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
407,528

港区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
450,483

港区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系パソコン等機器（港区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
13,745

港区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）及びＡＥＤ収納ケースの借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
2,739

港区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）及びＡＥＤ収納ケースの借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
5,495

港区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 高速プリンター（港区役所）長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
37,180

港区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
153,892

港区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直員用寝具の借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
12,925

港区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
3,909

港区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
18,433

港区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 使用料及賃借料　使用料 住民投票用期日前投票所施設借上げ経費の支出について（区画使用料分）
364,056

港区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 使用料及賃借料　使用料 住民投票用期日前投票所施設借上げにかかる経費の支出について（電気空調料金分）
228,980

港区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（令和２年９月分）
44,304

港区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（令和２年９月分）
96,580

港区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
49,852

港区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 令和２年度自動扉開閉装置保守点検業務に係る委託料の支出について（令和２年４月～９月分）
11,726

港区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（令和２年９月分）
51,572

港区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（令和２年９月分）
23,657

港区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 令和２年度自動扉開閉装置保守点検業務に係る委託料の支出について（令和２年４月～９月分）
6,261

港区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
26,620

港区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用コピー料金の支出について（令和２年９月分）
114,989

港区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（令和２年９月分）
249,485

港区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（令和２年９月分）
3,262

港区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所産業廃棄物収集運搬処分業務委託料の支出について（令和２年９月分）
14,361

港区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 各担当事務用コピー料金の支出について（令和２年９月分）
2,119

港区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（令和２年９月分）
33,210

港区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 区役所一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（令和２年９月分）
398

港区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 区役所産業廃棄物収集運搬処分業務委託料の支出について（令和２年９月分）
1,756

港区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（令和２年９月分）
17,733

港区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 区役所産業廃棄物収集運搬処分業務委託料の支出について（令和２年９月分）
938

港区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 区役所一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（令和２年９月分）
213

港区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月１６日までの支出分）
7,980

港区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月１６日までの支出分）
1,628

港区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月１６日までの支出分）
140
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港区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月１６日までの支出分）
8,360

港区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月１９日までの支出分）
19,500

港区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 大阪市港区災害対策用職員住宅什器借入にかかる経費の支出について（令和２年４月～令和２年９月分）
109,697

港区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 港区災害対策用職員住宅の借上げにかかる経費の支出について（令和２年１１月分）
110,000

港区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各課事務用物品　キッチンペーパー他３点の購入経費の支出について
183,964

港区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（令和２年９月分）
424,529

港区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 にぎわい創出・産業振興グループ事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
336

港区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 にぎわい創出・産業振興グループ事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
1,596

港区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 にぎわい創出・産業振興グループ事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
11,806

港区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 住民投票用及び選挙事務用後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
860

港区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 住民投票用及び選挙事務用後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
11,236

港区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（令和２年９月分）
51,931

港区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（令和２年９月分）
27,730

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災対策事業にかかる地域防災リーダー用防災用長靴の購入経費の支出について
15,895

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災対策事業における地域防災リーダー装備品の購入経費の支出について
116,655

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度　不登校児童生徒アウトリーチ型支援事業（別室登校等サポート）サポーター配置にかかる報償金の支出について（令和２年８月分）
52,260

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度　学校ボランティア事業（日本語サポート等）サポーター配置にかかる報償金の支出について（令和２年８月分）
43,944

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度　学校ボランティア事業（発達障がいサポート）サポーター配置にかかる報償金の支出について（令和２年８月分）
2,898

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度　学校ボランティア事業（別室登校等サポート）サポーター配置にかかる報償金の支出について（令和２年８月分）
21,600

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度　不登校児童生徒アウトリーチ型支援事業（別室登校等サポート）サポーター配置にかかる報償金の支出について（令和２年８月分）
14,400

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月２１日使用料領収分）
2,160

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年２月１９日使用料領収分）
850

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月５日使用料領収分）
900

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港近隣センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月２０日使用料領収分）
1,800

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年２月２８日使用料領収分）
650

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年２月２日使用料領収分）外１件
41,880

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年２月３日使用料領収分）
1,500

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月３日使用料領収分）
1,000

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月９日使用料領収分）
1,400

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月１０日使用料領収分）
650

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年２月２８日使用料領収分）
650

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港近隣センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和元年１２月２５日使用料領収分）外６件
9,500

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港近隣センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月１６日使用料領収分）
1,100

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月６日使用料領収分）外１件
1,550

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年２月２２日使用料領収分）外１件
1,560

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港近隣センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和元年１２月１６日使用料領収分）
2,880

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港近隣センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月１０日使用料領収分）
1,400

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度　港区レインボーカフェ３７１０手話ボランティア謝礼金の支出について（令和２年９月分）
2,500

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月２日使用料領収分）
500

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月１６日使用料領収分）
500

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度　港区こどもの学び応援事業（地域の強みを活かした教育力向上事業）にかかる講師謝礼の支出について（弁天小学校）
38,800

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 地域防犯啓発事業用青色防犯パトロール車修繕所要経費の支出について
35,420

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度　土曜教育相談事業にかかる報償金の支出について（令和２年９月分）
5,220

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（令和２年９月分）の支出について
514

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（令和２年９月分）の支出について
5,400

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月１８日使用料領収分）
650

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港近隣センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月１７日使用料領収分）
1,400
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港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月１２日使用料領収分）
900

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月２３日使用料領収分）
1,680

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港近隣センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月１８日使用料領収分）
650

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月４日使用料領収分）
900

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港近隣センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月２０日使用料領収分）外１件
3,960

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月１１日使用料領収分）外１件
1,300

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港近隣センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月１２日使用料領収分）外１件
3,240

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月２１日使用料領収分）外１件
1,430

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月３日使用料領収分）外５件
3,750

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和元年１０月１９日使用料領収分）外２件
5,400

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港近隣センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月３０日使用料領収分）外１件
3,600

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月２７日使用料領収分）
650

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年２月２８日使用料領収分）
900

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港近隣センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月２６日使用料領収分）
1,620

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和元年９月２７日使用料領収分）
1,300

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月１９日使用料領収分）
900

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年１月１９日使用料領収分）外１件
2,160

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月２０日使用料領収分）外１件
1,550

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和元年１０月２６日使用料領収分）外１件
4,320

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港近隣センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月３０日使用料領収分）
2,160

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年１月２６日使用料領収分）外１件
2,880

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港近隣センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月２４日使用料領収分）
1,400

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港近隣センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月１７日使用料領収分）
900

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年１月３１日使用料領収分）外３件
3,600

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月２４日使用料領収分）
1,000

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月１８日使用料領収分）
850

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月１８日使用料領収分）
500

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域防犯啓発事業用　携帯電話料金の支出について（９月分）
5,878

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　啓発指導員による放置自転車対策業務委託経費の支出について（９月分）
57,303

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 防災対策事業にかかるiOS搭載タブレット端末の借入経費の支出について（令和2年9月分）
4,070

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費
令和２年度　校長経営戦略支援予算（港区担当教育次長執行枠）スクールソーシャルワーカー活用事業における会計年度任用職員への交通費の支出について（令和２年９月
分） 668

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費
令和２年度　校長経営戦略支援予算（港区担当教育次長執行枠）スクールソーシャルワーカー活用事業における会計年度任用職員への交通費の支出について（令和２年９月
分） 562

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年２月１４日使用料領収分）外１件
2,000

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月２５日使用料領収分）
650

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年２月２９日使用料領収分）外３件
3,120

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月３日使用料領収分）
650

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月２１日使用料領収分）
6,480

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月２４日使用料領収分）
1,000

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月７日使用料領収分）
900

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度　港区こどもの学び応援事業（地域の強みを活かした教育力向上事業）にかかる講師謝礼の支出について（磯路小学校）
35,500

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月３０日使用料領収分）
850

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港近隣センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月１０日使用料領収分）
650

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年３月１０日使用料領収分）外３件
4,000

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 令和2年度港区こどもの学び応援事業　家庭学習の促進にかかるノート型PC一式の購入経費の支出について
202,334

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり推進課関係事業に係る後納郵便料金（令和２年９月分）の支出について
2,184

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり推進課関係事業に係る後納郵便料金（令和２年９月分）の支出について
682

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 IP無線機にかかる回線利用料の支出について（令和2年9月分）
34,650
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港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度港区役所附設会館（港区民センター及び港近隣センター）管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（下半期）
25,486,500

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 旅費　普通旅費 国勢調査にかかる出張交通費の支出について（令和２年９月分）
900

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり推進課関係事業に係る後納郵便料金（令和２年９月分）の支出について
11,286

港区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般分）１０月分の窓口支払資金の支出について
50,000

港区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（退職分）１０月分の窓口支払資金の支出について
10,000

港区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市港区役所住民情報業務等委託料の支出について（令和２年８月）
640,949

港区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所住民情報業務等委託料の支出について（令和２年８月）
2,347,946

港区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金にかかる歳出還付金（一般分）の支出について
893,346

港区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理グループ）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
1,616

港区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理グループ）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
338,709

港区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 特定健診受診勧奨ハガキ作成業務委託の実施経費の支出について
115,555

港区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
13,556

港区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
48,524

港区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
5,866

港区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
50,166

港区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
30,845

港区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
30,261

港区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
53,471

港区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 令和２年１０月審査分国民健康保険にかかる療養費（一般）の支出について
467,253

港区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 令和２年１０月審査分国民健康保険（葬祭費）の支出について
450,000

港区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 令和２年１０月審査分国民健康保険（出産育児一時金）の支出について
435,040

港区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金にかかる歳出還付金（一般分）の支出について
174,267

港区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
12,104

港区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
35,260

港区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
77,486

港区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 八幡屋保育所にかかる令和2年10月分消耗品費（特別保育）の支出について
10,000

港区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所（2か所）にかかる令和2年10月分消耗品費（通常保育）の支出について
60,000

港区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
43,681

港区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
52,267

港区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
58,074

港区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,016

港区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
21,595

港区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

港区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
7,769

港区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,600

港区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる家財処分料の支出について（1件）
118,085

港区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（6件）
81,928

港区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（4件）
20,640

港区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（1件）
3,300

港区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（3件）
720,700

港区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求に係る診断書料の支出について
6,050

港区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等にかかる市内出張交通費（8月分）の支出について
2,380

港区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢者虐待防止にかかる市内出張交通費（8月分）の支出について
2,410

港区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる鑑定費用の支出について
100,000

港区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具1件）
4,600

港区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 令和２年度精神保健福祉事業（地域生活向上教室）にかかる９月分講師料の支出について
10,500

港区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 報償費　報償金 いきいき百歳体操サポーター養成講座（令和２年９月１８日実施分）にかかる講師報償金の支出について
4,860
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港区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
113,178

港区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
157,410

港区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,080

港区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
31,550

港区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,100

港区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（6件）
88,567

港区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具１件）
2,200

港区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（住宅改修１件）
8,228

港区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（8件）
26,600

港区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（5件）
1,165,910

港区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法にかかる就労自立給付金の支出について（1件）
20,000

港区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
104,271

港区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
131,202

港区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
52,267

港区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
58,074

港区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,095

港区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,500

港区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
33,341

港区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
107,855

港区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
152,640

港区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
50,950

港区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
33,310

港区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
9,500

港区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
7,800

港区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（7件）
147,075

港区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（5件・バス）
7,096

港区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（9件・電車）
11,280

港区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（25件・タクシー）
148,760

港区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（6件）
1,453,120

港区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（20件）
241,193

港区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる家財処分料の支出について（2件）
109,780

港区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（1件）
29,728

港区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具1件）
8,250

港区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（1件）
242,430

港区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法にかかる就労自立給付金の支出について（1件）
25,657

港区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　印刷製本費 健康情報リーフレットの印刷にかかる経費の支出について
19,250

港区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　印刷製本費 健康情報リーフレットの印刷にかかる経費の支出について
19,250

港区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
5,827

港区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
5,000

港区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
1,320

港区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（7件）
24,700

港区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
1,350

港区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
7,700

港区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
4,800

港区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度　発達障がい児の養育者支援事業「ピア・カウンセリング」（９月１５日実施）に係る報償費の支出について
25,800

港区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,950

港区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
9,680
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港区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,200

港区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
509,280

港区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
7,000

港区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具１件）
1,760

港区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法にかかる就労自立給付金の支出について（2件）
154,280

港区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（1件）
41,800

港区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業　BCG接種医師報償金にかかる支出について（令和2年10月分）
49,800

港区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健衛生及び地域保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（令和２年９月分）
2,940

港区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 妊娠期から出産後のメンタルヘルス支援にかかる消耗品（Ａ４ファイリングキャビネット）の購入経費の支出について
33,440

港区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
33,037

港区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,657

港区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
78,493

港区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
275,812

港区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
42,516

港区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
4,440

港区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
112,010

港区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
20,630

港区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（令和2年11月分）
10,500,000

港区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（15件）
212,180

港区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（12件）
175,921

港区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（令和2年11月分）
5,500,000

港区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（1件）
1,390

港区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（令和2年11月分）
150,000

港区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（3件・バス）
3,696

港区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（10件・電車）
21,623

港区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（20件・タクシー）
185,210

港区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（6件）
32,880

港区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（令和2年11月分）
150,000

港区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（令和2年11月分）
300,000

港区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（1件）
258,670

港区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健衛生及び地域保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（令和２年９月分）
2,200

港区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査事業　乳幼児健康診査等にかかる報奨金の支出について（令和２年９月分）
218,100

港区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所（2か所）にかかる令和2年10月分賄材料費の支出について
1,272,160

港区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業　歯科健康相談報償金の支出について（令和2年9月2日分）
31,200

港区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
292,140

港区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
5,830

港区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（3件）
44,430

港区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（1件）
48,950

港区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（住宅改修１件）
17,598

港区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具１件）
2,700

港区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具1件）
2,035

港区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（10件）
39,100

港区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（7件）
194,353

港区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護認定審査会事務にかかるコピー料金の支出について（令和２年９月分）
2,938

港区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（5件）
99,060

港区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具１件）
2,915

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 要保護児童対策にかかる市内出張交通費（9月分）の支出について
320
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港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 港区福祉事務所運営費にかかる市内出張交通費（9月分）の支出について
972

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
572

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度港区地域福祉サポート事業業務委託料の支出について（第３四半期）
3,738,748

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（令和2年9月分）
460

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 令和２年度知的障がい者相談員手当（４月～９月分）の支出について
22,800

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 令和２年度身体障がい者相談員手当上半期分（４月～９月分）の支出について
34,200

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 総合支援事務に係る市内出張交通費（9月分）の支出について
340

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 療育手帳交付事務に係る市内出張交通費（6・7月分）の支出について
2,260

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用9月分後納郵便料金の支出について
66,374

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用9月分後納郵便料金の支出について
27,422

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
64,077

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
28,196

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
120,310

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
38,660

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
70,550

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
46,200

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
293,460

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用9月分後納郵便料金の支出について
3,324

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用9月分後納郵便料金の支出について
15,300

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（令和2年9月分）
320

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 生活保護担当事務用後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
1,542

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（令和2年9月分）
5,980

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（令和2年9月分）
230

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護担当事務用後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
519,943

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（1件）
217,800

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法にかかる就労自立給付金の支出について（2件）
221,547

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
5,466

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
504

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
140

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
168

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
16,350

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 令和２年度精神保健福祉事業（家族教室）にかかる10月分講師料の支出について
10,500

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等にかかる市内出張交通費（9月分）の支出について
720

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
280

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
924

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事務用9月分後納郵便料金の支出について
396

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
3,816

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　其他委員等旅費 こどもサポートネットにかかる市内出張交通費（9月分）の支出について
1,638

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 家庭児童相談業務にかかる消耗品（アルコール、ポリエチレン手袋）にかかるの購入経費の支出について
5,170

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
672

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 要保護児童対策調整機関担当者研修にかかる市内出張交通費（6・7月分）の支出について
640

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 母子生活支援施設入所にかかる市内出張交通費（9月分）の支出について
540

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用9月分後納郵便料金の支出について
20,388

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
8,436

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
8,058

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（第３四半期分）
1,381,554

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

旅費　普通旅費 母子父子寡婦福祉貸付金償還促進事業説明会参加にかかる市内出張交通費（9月分）の支出について
468
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港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

旅費　普通旅費 母子父子寡婦福祉貸付金償還促進事業説明会参加にかかる市内出張交通費（9月分）の支出について
91

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 福祉事務用9月分後納郵便料金の支出について
5,986

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
168

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
66,262

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
168

港区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢者の成年後見にかかる市内出張交通費（9月分）の支出について
920

大正区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
20,000

大正区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年10月19日～10月23日支払い分）
200,000

大正区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持費等用ガス使用料の支出について（９月分）
430,919

大正区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持費等用ガス使用料の支出について（９月分）
50,060

大正区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 大正区役所一般事務用新型コロナウイルス感染症対策消耗品（体温計）の購入に関する支出について
17,600

大正区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 大正区役所区長室空調設備の修繕にかかる経費の支出について
81,400

大正区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
11,067

大正区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
271,414

大正区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
34,315

大正区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月）
227,315

大正区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
3,120

大正区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
3,119

大正区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 大正区役所一般事務用電話機の購入にかかる支出について
189,200

大正区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　大正区役所ケーブルテレビ視聴にかかる経費の支出について（９月分）
4,873

大正区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度大正区リーガルサポート業務(案件番号２－２)にかかる経費の支出について
40,332

大正区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市大正区役所庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる支出について（９月分）
364,936

大正区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区役所　総合案内業務委託　長期継続にかかる業務委託経費の支出について（９月分）
740,877

大正区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市大正区役所庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる支出について（９月分）
119,064

大正区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　大正区役所女性用トイレサニタリーボックス設置賃貸借にかかる支出について（８・９月分）
10,945

大正区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　大正区役所庁舎内トイレ消臭芳香設備賃貸借にかかる支出について（８・９月分）
26,400

大正区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー代の支出について（９月分）
120,406

大正区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　大正区役所足拭き玄関マット賃貸借にかかる支出について（９月分）
2,530

大正区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　大正区役所宿日直用寝具賃貸借にかかる支出について（９月分）
12,375

大正区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,420

大正区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
4,452

大正区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
2,470

大正区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大正区役所事務用Wi-Fiルーターの通信契約にかかる経費の支出について（９月使用分）
4,404

大正区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　大正区役所一般廃棄物収集運搬業務委託(概算契約)にかかる支出について（７～９月分）
16,296

大正区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　大正区役所産業廃棄物処理業務委託(概算契約)〔収集運搬及び処分業務委託〕にかかる支出について（７～９月分）
44,671

大正区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（９月使用分）
83,640

大正区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（９月分）
81,587

大正区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（９月使用分）
656,534

大正区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（９月分）
171,124

大正区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課における市内出張交通費の支出について（令和２年８月分）
2,761

大正区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について（マットレス　外１点）
52,470

大正区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課庶務グループ事務用(一般事務用・広聴事業用・統計調査事業用)後納郵便料金の支出について(９月分)
1,092

大正区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課庶務グループ事務用(一般事務用・広聴事業用・統計調査事業用)後納郵便料金の支出について(９月分)
1,494

大正区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課庶務グループ事務用(一般事務用・広聴事業用・統計調査事業用)後納郵便料金の支出について(９月分)
643,454

大正区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策職員住宅の家賃支払いにかかる経費の支出について（令和２年11月分）
80,000

大正区役所 政策推進課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1号による既納使用料の還付（半額）について（３月１８日受領分）
3,540

大正区役所 政策推進課 令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1号による既納使用料の還付（半額）について（２月１８日、３月５日、３月１０日受領分）
7,200
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大正区役所 政策推進課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーの育成にかかるボランティア活動保険加入及び同経費の支出について（地域防災対策事業：10月9日加入）
3,000

大正区役所 政策推進課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立大正会館管理運営業務の業務代行にかかる経費の支出について（8月分）
2,051,956

大正区役所 政策推進課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立大正会館管理運営業務の業務代行にかかる経費の支出について（8月分）
184,326

大正区役所 政策推進課 令和02年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第１号による既納使用料の還付（全額）について（１１月２８日、１２月２６日、１２月２８日受領分）
5,720

大正区役所 政策推進課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区広報紙「こんにちは大正」（令和２年４月号～令和３年３月号）全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(９月号)
261,508

大正区役所 政策推進課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 令和２年度第１回大正区防災会議議事録作成業務にかかる経費の支出について
39,600

大正区役所 政策推進課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和2年度大正区空家等利活用に関するセミナーにかかる運営業務委託事業者の選定メンバーへの報償金の支出について
36,040

大正区役所 政策推進課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 政策推進課担当業務用市内出張交通費（７月分）の支出について
1,760

大正区役所 政策推進課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 政策推進課担当業務用市内出張交通費（７月分）の支出について
11,711

大正区役所 政策推進課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大正区役所広報紙「こんにちは大正」企画・編集業務委託にかかる経費の支出について(１０月号)
220,000

大正区役所 政策推進課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 広報・情報・魅力発信事業用区広報紙(こんにちは大正)点字プリンタリースにかかる経費の支出について(９月分)
27,940

大正区役所 政策推進課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策用携帯電話代の支出について（９月分）
8,397

大正区役所 政策推進課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課（地域・地域活動支援）における後納郵便料金の支出について（９月分）
1,008

大正区役所 政策推進課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課（地域・地域活動支援）における後納郵便料金の支出について（９月分）
580

大正区役所 政策推進課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課（地域・地域活動支援）における後納郵便料金の支出について（９月分）
924

大正区役所 政策推進課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課（地域・地域活動支援）における後納郵便料金の支出について（９月分）
1,596

大正区役所 政策推進課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課（地域・地域活動支援）における後納郵便料金の支出について（９月分）
1,848

大正区役所 政策推進課 令和02年10月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1号による既納使用料の還付（半額）について（３月１７日、３月２３日、３月２６日受領分）
7,200

大正区役所 政策推進課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロールカー（電気自動車）のラジエーターファンモーター交換整備の実施にかかる経費の支出について
32,670

大正区役所 政策推進課 令和02年10月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1号による既納使用料の還付（半額）について（３月１２日受領分）
780

大正区役所 政策推進課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大正区における啓発指導員（サイクルサポーター）による放置自転車対策業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
212,753

大正区役所 政策推進課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報紙（令和２年５月号～令和３年４月号）（大正区役所）概算印刷にかかる経費の支出について(１０月号)
311,025

大正区役所 政策推進課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課政策推進グループにおける料金後納郵便にかかる経費の支出について(９月分)
6,964

大正区役所 政策推進課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課政策推進グループにおける料金後納郵便にかかる経費の支出について(９月分)
1,598

大正区役所 政策推進課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度ＬＩＮＥ公式アカウントを活用した区の魅力発信の充実業務の経費の支出について（９月分）
5,500

大正区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付支払資金の支出について（１０月分）
40,000

大正区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出退職）還付支払資金の支出について（１０月分）
10,000

大正区役所 窓口サービス課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市大正区役所住民情報業務等委託料の支出について(令和2年8月分)
675,028

大正区役所 窓口サービス課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
7,560

大正区役所 窓口サービス課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市大正区役所住民情報業務等委託料の支出について(令和2年8月分)
2,984,201

大正区役所 窓口サービス課 令和02年10月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付金の支出について
1,177,432

大正区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について（令和２年８・９月分）
597

大正区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務における後納郵便料の支出について（９月分）
46,940

大正区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
506

大正区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について（令和２年８・９月分）
360

大正区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金の支出について（令和2年9月分）
10,775

大正区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
38,592

大正区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
23,094

大正区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について（令和２年８・９月分）
460

大正区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
43,313

大正区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
223,947

大正区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 令和２年９月分　国民健康保険療養費の支出について
287,613

大正区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 令和２年９月分　国民健康保険葬祭費の支出について
350,000

大正区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 令和２年９月分　国民健康保険高額療養費の支出について（平成29年度申請分の追加支給）
786

大正区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 令和２年９月分　国民健康保険出産育児一時金の支出について
108,990

大正区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
35,406

大正区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
39,992
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大正区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
58,698

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和2年度　第2回大正区地域福祉推進会議開催に関する報償金の支出について（令和2年9月4日開催分）
14,280

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（１０月分）
10,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立大浪保育所・市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（１０月分）
60,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-36
116,961

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-52
92,951

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-46
152,784

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-31　外5件
97,650

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-725　外3件
79,746

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-876
6,300

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-832　外1件
48,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
59,841

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
97,292

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
106,122

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 令和２年度　ひまわり会（９月16日）の開催にかかる経費の支出について
7,430

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
29,800

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
173,800

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
19,720

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-37
508,058

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-55
508,058

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代）の支出について
72,759

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
149,566

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
918,551

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-54
154,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-53
19,600

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議等運営事業に関する議事録作成業務（第2回大正区地域福祉推進会議）にかかる経費の支出について
35,200

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度「学習・登校サポート事業」業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
406,302

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
185,350

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
35,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議等運営事業に関する議事録作成業務（第12回大正区総合教育会議）にかかる経費の支出について
39,600

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
372

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-57
9,540

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-50
42,866

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月支出分）
15,600

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
227,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,468

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
800

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
104,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 令和２年度　大阪市介護認定審査会（大正区合議体）の開催に伴う経費の支出について（第３四半期分）
11,400

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者福祉事業における成年後見等市長審判請求にかかる費用（診断書料）の支出について【通し番号３】
5,500

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-833　外1件
48,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-56
20,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-485　外5件
118,610

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
100,700

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（荷造費・運搬費）の支出について
180,400

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
25,060

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
84,690
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大正区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　児童手当給付費（６月～９月分）の支出について
40,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
60,701

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について13-3　外2件
53,400

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-40
55,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-136　外7件
145,061

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
111,595

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
28,980

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
27,280

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
1,291,920

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
4,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
1,320

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-44
58,074

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
23,485

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
30,590

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
105,810

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
682,320

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
1,680

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
4,020

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
1,680

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
1,994

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
940

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-59
6,635

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
65,750

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の口座不能に伴う再支出について
3,151

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
151,414

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
76,410

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
5,700

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
65,100

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
15,600

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-61
28,153

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
116,676

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（令和2年9月分）
414

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（１１月１回目）
9,000,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（１１月１回目）
5,000,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（１１月１回目）
200,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（１１月１回目）
600,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 令和２年９月実施分ＢＣＧワクチン接種事業従事者報償金の支出について
49,800

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（令和2年9月分）
414

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する賄材料費の支出について（１０月分）
1,159,770

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
960

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
27,746

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
2,200

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
23,180

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
2,200

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
39,893
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大正区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 令和２年度第１回コホート検討会参画医師に係る報償金の支出について
8,480

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-839
24,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-641　外3件
82,309

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-955　外3件
76,100

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-857
24,400

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-762
24,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
1,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
1,281

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
4,443

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
5,344

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
5,333

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
1,034

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
360

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
3,430

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
5,722

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
178

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
16,742

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
21,626

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
934

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
1,260

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
2,048

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
1,932

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 令和２年度学校選択制にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
26,136

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
3,296

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
52,493

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（その他）の支出について
1,640

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
82,520

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金　修学資金の支出について（令和2年10月～令和2年12月分）
729,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
3,500

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
9,345

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
990

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
33,540

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
2,268

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
756

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
1,616

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
29,070

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
3,310

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
5,810

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉課生活支援業務に係る市内出張旅費の支出について（８月分・９月分）
5,880

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,890

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
400,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
20,545

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
102,521

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
4,320

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について(令和２年９月分)
7,648

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について(令和２年９月分)
168

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について(令和２年９月分)
140
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大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について(令和２年９月分)
420

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について(令和２年９月分)
168

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について(令和２年９月分)
11,440

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について(令和２年９月分)
1,030

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 令和２年度　家族教室（10月14日）の開催にかかる経費の支出について
9,580

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
4,368

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について(令和２年９月分)
3,996

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
3,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
3,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について(令和２年９月分)
672

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
800

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
400

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
3,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 令和２年９月実施分　母子保健関係事業にかかる報償金の支出について
274,700

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について(令和２年９月分)
11,200

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
42,043

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
17,364

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
4,780

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
5,134

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
1,288

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
84

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
474

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
4,162

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について(令和２年９月分)
252

大正区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
496

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　防草人工芝外16品の買入にかかる同経費の支出について
158,290

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度天王寺区広報紙配付業務委託（概算契約）実施の支出について(9月号)
135,484

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（９月分）
330

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（９月分）
18,846

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金への繰入金の支出について（９月分）
2,937

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所玄関自動ドアの修繕にかかる同経費の支出について
255,200

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金への繰入金の支出について（９月分）
203

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金への繰入金の支出について（９月分）
800

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（９月分）
3,340

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月08日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入金の支出について（９月分）
6,172

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年10月19日～10月23日支払い分）
600,000

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎設備維持用有線放送利用にかかる使用料の支出について（令和２年９月分）
6,600

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持用天王寺区役所にかかる電気料金の支出について（９月分）
703,688

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持用天王寺区保健福祉センター分館にかかる電気料金の支出について（９月分）
153,388

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度庁内情報利用パソコン等機器（天王寺区役所）一式長期借入にかかる借入の支出について（令和２年９月分）
305,140

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（天王寺区役所）一式長期借入にかかる支出について（令和２年９月分）
8,154

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 「平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（天王寺区役所）一式長期借入」にかかる支出について（令和２年９月分）
207,344

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度庁内情報利用パソコン等（天王寺区役所）一式長期借入にかかる支出について（令和２年９月分）
11,328

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（天王寺区役所）一式長期借入にかかる支出について（令和２年９月分）
6,144

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（８月分）
3,436

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用ファックス回線使用料の支出について（９月分）
29,951

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 令和2年度天王寺区広報紙印刷業務にかかる所要経費の支出について（10月号分）
447,942
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天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遠隔手話通訳・外国語通訳サービス事業用ワイヤレス通信ネットワークサービス利用料の支出について（令和２年９月分）
2,422

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課（広聴広報）における広報事務用ワイヤレス通信ネットワークサービス使用料の支出について（9月分）
4,177

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 令和2年度天王寺区広報紙新聞折込広告業務（概算契約）にかかる所要経費の支出について(10月号分)
243,609

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度天王寺区広報紙企画編集業務委託実施にかかる所要経費の支出について（10月号分）
331,100

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎設備維持用ケーブルテレビ使用料の経費の支出について（令和２年９月分）
733

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 天王寺区広報事務用点字プリンタ等一式長期借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
27,170

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 広報事業用LINE公式アカウントサービス使用料にかかる経費の支出について(令和2年9月分)
5,500

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
3,611

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
16,760

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
5,460

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
4,942

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　新聞の購入にかかる支出について（読売新聞　４～９月）
26,400

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　新聞の購入にかかる同経費の支出について（毎日新聞・日経新聞・大阪日日新聞　４～９月）
65,922

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　新聞の購入にかかる支出について（産経新聞　４～９月）
24,222

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　新聞の購入にかかる支出について（朝日新聞　４～９月）
24,222

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報業務用企画総務課（広聴広報）にかかる後納郵便料の支出について（令和２年９月区民モニターアンケート分）
45,111

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報業務用企画総務課（広聴広報）にかかる後納郵便料の支出について（令和2年9月分）
848

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 天王寺区庁舎管理及び運営用　天王寺区役所窓口案内業務従事者派遣業務にかかる経費の支出について（９月）
205,076

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　天王寺区保健福祉センター分館機械警備業務（長期継続）契約にかかる経費の支出について（9月号）
4,180

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所一般廃棄物収集運搬業務（概算契約）にかかる経費の支出について（９月分）
6,963

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業支援を目的とした大阪市天王寺区役所及び天王寺区保健福祉センター分館清掃業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（９月分）
481,103

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　高速プリンター（天王寺区役所）長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
37,180

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所庁舎内トイレの消臭芳香機器及び男子小便器尿石除去剤の借入（長期継続）にかかる経費の支出について（９月分）
9,108

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所宿直用寝具賃借業務にかかる経費の支出について（８・９月分）
23,650

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所温水洗浄便座の修繕にかかる経費の支出について
187,000

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用電話使用料の支出について（９月分）
250,124

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用専用回線使用料の支出について（９月分）
16,632

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　証明書発行システム用通信回路使用料の支出について（９月分）
3,885

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所庁舎産業廃棄物搬出処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（９月）
25,472

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　令和2年度天王寺区役所・保健福祉センター分館自動扉開閉装置保守点検業務にかかる経費の支出について（４月～９月）
161,040

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 住民投票にかかる消毒用アルコールの買入にかかる経費の支出について
92,400

天王寺区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 住民投票にかかる養生テープ外18点買入にかかる同経費の支出について
203,207

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館の使用料減額措置にかかる還付金の支出について（9月3日受領分）
5,620

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館の使用料減額措置にかかる還付金の支出について（9月4日受領分）
6,350

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館の使用料減額措置にかかる還付金の支出について（8月28日受領分）
6,400

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館の使用料減額措置にかかる還付金の支出について（8月27日受領分）
8,950

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館の使用料減額措置にかかる還付金の支出について（9月1日受領分）
11,020

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館の使用料減額措置にかかる還付金の支出について（8月21日受領分①）
4,700

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館既納使用料の還付にかかる支出について（9月1日受領分）
9,760

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館の使用料減額措置にかかる還付金の支出について（9月10日受領分①）
7,530

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館の使用料減額措置にかかる還付金の支出について（9月10日受領分②）
5,000

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館の使用料減額措置にかかる還付金の支出について（9月14日受領分）
7,810

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付の口座不能に伴う再支出について
4,200

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館の使用料減額措置にかかる還付金の支出について（9月7日受領分）
6,960

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館の使用料減額措置にかかる還付金の支出について（9月8日受領分）
4,000

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館既納使用料の還付にかかる支出について（9月10日受領分）
1,560

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総合防災対策事業　地域防災リーダー用装備品　ヘルメットほか２点の買入にかかる経費の支出について
258,016
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天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館の使用料減額措置にかかる還付金の支出について（3月31日、4月12日分）
27,030

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総合防災対策事業　地域防災リーダー用装備品　防災作業服上衣ほか６点の買入にかかる経費の支出について
500,940

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館の使用料減額措置にかかる還付金の支出について（9月16日受領分）
1,550

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 天王寺区校長経営戦略支援予算事業用　プロジェクター設置等業務にかかる経費の支出について
228,800

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 天王寺区地域公園協働パートナー事業（五条公園）（天王寺区コミュニティビジネス）経費の支出について（下期分）
235,000

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 天王寺区地域公園協働パートナー事業（国分公園）（天王寺区コミュニティビジネス）実施経費の支出について（下期分）
177,000

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 天王寺区地域公園協働パートナー事業（東高津公園）（天王寺区コミュニティビジネス）経費の支出について（下期分）
125,000

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 JR寺田町駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業（天王寺区、生野区、阿倍野区コミュニティビジネス）業務にかかる経費の支出について（１０～３月分）
1,000,000

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 天王寺区地域公園協働パートナー事業（上汐公園）（天王寺区コミュニティビジネス）実施経費の支出について（下期分）
235,000

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 天王寺区地域公園協働パートナー事業（寺田町公園）（天王寺区コミュニティビジネス）実施経費の支出について（下期分）
235,000

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館の使用料減額措置にかかる還付金の支出について（9月17日受領分）
30,410

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館の使用料減額措置にかかる還付金の支出負担行為について（9月18日受領分）
2,880

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花とみどりのまちづくり事業用　収納庫外2点の購入にかかる経費の支出について
4,675

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 校庭等の芝生化用　芝生化にかかる水道料金の支出について（令和2年9月検針分・桃陽健康広場）
402

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 花とみどりのまちづくり事業用　収納庫外2点の購入にかかる経費の支出について
64,625

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館の使用料減額措置にかかる還付金の支出について（9月28日受領分②）
5,820

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館の使用料減額措置にかかる還付金の支出について（9月30日受領分）
2,630

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館の使用料減額措置にかかる還付金の支出について（9月24日受領分）
1,800

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館の使用料減額措置にかかる還付金の支出について（9月29日受領分）
7,990

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館の使用料減額措置にかかる還付金の支出について（9月28日受領分①）
2,940

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館の使用料減額措置にかかる還付金の支出について（9月25日受領分）
6,900

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和2年度大江小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（9月分）
12,000

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域における自助・共助力の向上支援事業　携帯電話料金（ワイヤレス通信ネットワークサービス）の支出について（令和2年9月分）
4,067

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(令和２年９月分）
308

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(令和２年９月分）
840

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(令和２年９月分）
84

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(令和２年９月分）
4,824

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(令和２年９月分）
2,520

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業用携帯電話料金の支出について（９月分）
1,447

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市天王寺区における新たな地域コミュニティ支援事業業務の支出について（上半期分）
6,407,940

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 こどもの居場所等における学び・生活サポート事業用　サポーター活動報償金の支出について（９月分）
103,540

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ジュニアクラブ活動用　「天王寺の歴史にふれよう！～真田幸村の謎を探る～」にかかるガイド料の支出について（令和２年10月11日実施）
6,600

天王寺区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 天王寺区戦略支援予算　民間事業者を活用した中学生学習支援事業における天王寺区子ども子育てプラザの使用にかかる支出について（令和２年７月～９月分）
6,600

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 令和２年１０月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
100,000

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 令和２年１０月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
450,000

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について（１０月分支払資金、一般及び退職者）
55,000

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について（１０月分支払資金、一般及び退職者）
5,000

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 令和２年９月分国民健康保険葬祭費の支出について
100,000

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 令和２年９月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
525,648

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年10月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 令和２年９月分国民健康保険療養費等の支出について
1,391,095

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍届書到達確認はがき用切手の購入経費の支出について
63,000

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の現年還付加算金（一般分）の支出について（令和２年９月）
7,000

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年10月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について（令和２年９月）
1,838,020

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年10月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機コピー代金の支出について（令和２年８月分）
16,317

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年10月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 令和２年９月分国民健康保険療養費等の支出について
644,866

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について（令和２年１０月分）
190,685

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
3,580
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天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（令和2年9月分）
198

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
82,606

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（令和2年9月分）
30,198

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
226,837

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（令和2年9月分）
22,691

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
56,382

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
40,724

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 令和２年１０月分国民健康保険高額療養費の支出について
24,645

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）にかかる後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
14,996

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）にかかる後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
46,904

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）にかかる後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
41,457

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業・予防接種費用にかかる支出について（９月請求分・１回目）
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
4,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
5,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）紙おむつ代の支出について（７・８月分）
14,904

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
1,400

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
7,829

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費（介護扶助金）　介護扶助費（入浴用いす）の支出について
2,900

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について
6,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（眼鏡レンズ一式）の支出について
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（右膝装具）の支出について
12,402

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：タクシー）の支出について（８月分）
5,780

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費特別保育分（令和2年10月分）にかかる支出について
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度児童手当給付費（受給者死亡による未払分）にかかる支出について
15,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（令和2年10月）にかかる支出について
60,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　ストマ用装具等にかかる経費の支出について（８・９月分）（代理受領方式）
59,984

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健業務用　ゼムクリップ（小）他26点の購入にかかる同経費の支出について
13,640

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健業務用　ゼムクリップ（小）他26点の購入にかかる同経費の支出について
34,848

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健業務用　ゼムクリップ（小）他26点の購入にかかる同経費の支出について
1,958

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度児童手当給付費（受給者死亡による未払分）にかかる支出について
20,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度児童手当給付費（令和２年10月期窓口払）にかかる支出について
80,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健業務用　ゼムクリップ（小）他26点の購入にかかる同経費の支出について
23,540

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　ストマ用装具等にかかる経費の支出について（８・９月分）（代理受領方式）
39,110

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉課生活保護事務用（会計年度任用職員）市内出張交通費の支出について（４月分～８月分）
1,350

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業・予防接種費用にかかる支出について（９月請求分・２回目）
9,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
32,393

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
7,963

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（引越）の支出について
88,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
14,619

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（６月分）
14,770

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料の支出について
4,400

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
121,962

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
198,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
20,320

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
18,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
12,600

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）紙おむつ代の支出について（８月分）
1,143
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天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
20,800

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
10,142

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
20,800

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
10,200

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（７月分）
24,970

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（電車）の支出について（９月分）
620

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（眼鏡一式）の支出について
21,100

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：タクシー）の支出について（９月分）
15,280

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業・予防接種費用にかかる支出について（９月請求分・３回目）
4,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業・予防接種費用にかかる支出について（９月請求分６回目）
5,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
46,534

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 地域生活向上教室事業講師料の支出について（９月分）
8,960

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活困窮者自立支援事業用インターネット回線使用料の支出について（７・８月分）
2,585

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業・交付金にかかる支出について(９月請求分)
125,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業・予防接種費用にかかる支出について（９月請求分４回目）
4,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
20,800

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（引越）の支出について
34,100

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（７月分）
6,840

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（引越）の支出について
99,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（７・８月分）
2,880

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費（介護扶助金）　介護扶助費（ポータブルトイレ）の支出について
5,544

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（眼鏡一式）の支出について
82,900

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業・予防接種費用にかかる支出について（９月請求分５回目）
4,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
238,566

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（７月分）
12,160

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（７月分）
20,800

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
20,800

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
15,779

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
5,802

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
10,553

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）診断書文書料の支出について
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）診断書料の支出について
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：バス）の支出について（８月分）
420

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者権利擁護業務用成年後見審判市長申立用診断書料の支出について
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　ストマ用装具等にかかる経費の支出について（８・９月分）（代理受領方式）
40,174

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　ストマ用装具等にかかる経費の支出について（８・９月分）（代理受領方式）
132,680

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
13,288

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（引越）の支出について
79,200

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）診断書文書料の支出について
5,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（近・遠両用眼鏡一式）の支出について
23,100

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（９月分）
460

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）診断書文書料の支出について
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費（葬祭扶助金）　葬祭費の支出について
221,800

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」及び「独居高齢者等見守りサポーター事業」業務委託にかかる経費の支出について（第3四半期）
1,314,746

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業・予防接種費用にかかる支出について（９月請求分７回目）
6,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」及び「独居高齢者等見守りサポーター事業」業務委託にかかる経費の支出について（第3四半期）
3,460,110

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ接種医師報償金の支出について（令和２年９月分）
49,800
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所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師料の支出について（９月分）
10,180

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（９月分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
19,282

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
10,600

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）の支出について（９月分）
5,600

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通所・電車）の支出について（８・９月分）
1,240

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料の支出について
2,200

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費（葬祭扶助金）　葬祭扶助の支出について
234,511

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　ストマ用装具等にかかる経費の支出について（８・９月分）（代理受領方式）
22,760

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　家財処分料の支出について
158,400

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（引越）の支出について
16,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）紙おむつ代の支出について（７・８月分）
40,920

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
10,611

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　診断書料の支出について
6,090

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料の支出について
2,200

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）治療材料費（左足底装具：アーチサポート）の支出について
19,186

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（７・９月分）
2,640

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（眼鏡一式）の支出について
12,720

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費（葬祭扶助金）　葬祭費の支出について
242,050

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,161

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,400

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,080

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,942

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,692

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 高齢者福祉業務用独居高齢者等見守りサポーター事業地域ボランティアリーダー活動謝礼の支出について（令和２年８月分）
27,081

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　市内出張交通費の支出について（令和２年８月分）
2,062

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業・予防接種費用にかかる支出について（９月請求分・３回目）
7,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　ストマ用装具等にかかる経費の支出について（８・９月分）（代理受領方式）
148,740

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用及び生活困窮者自立支援事業事務用文書料金後納郵便料金の支出について（後納郵送料・９月分）
17,556

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用及び生活困窮者自立支援事業事務用文書料金後納郵便料金の支出について（後納郵送料・９月分）
212,655

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書送付用料金後納郵便料金の支出について（料金受取人払い・９月分）
32,099

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（引越）の支出について
38,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
20,800

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分の支出について
4,000,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
9,555

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分の支出について
3,000,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分の支出について
100,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分の支出について
50,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：タクシー）の支出について（９・１０月分）
8,940

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について
5,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分の支出について
100,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　市内出張交通費の支出について（令和２年８月分）
340

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種健診事業実施に伴う報償金の支出について（令和２年９月分）
317,060

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 令和２年度母子福祉貸付金（第３四半期）にかかる支出について
382,998

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 令和２年度母子福祉貸付金（第３四半期）にかかる支出について
273,150

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　市内出張交通費の支出について（令和２年８月分）
560

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　市内出張交通費の支出について（令和２年８月分）
420
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天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　市内出張交通費の支出について（令和２年８月分）
738

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉サービス担当における子育て支援室相談事業用ワイヤレス通信ネットワークサービス使用料の支出について（Ｒ２．９月分）
4,177

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用携帯電話使用料の支出について（９月分）
2,151

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
208,912

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用携帯電話使用料の支出について（９月分）
4,078

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（引越）の支出について
121,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
26,950

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
20,800

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
19,220

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料の支出について
5,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（遠用眼鏡一式）の支出について
23,108

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費（葬祭扶助金）　葬祭扶助の支出について
225,930

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉課生活保護事務用（会計年度任用職員）市内出張交通費の支出について（９月分）
200

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（令和２年９月分）
17,634

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便（受取人払）料金の支払いについて（令和２年９月分）
9,524

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（令和２年９月分）
4,576

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（令和２年９月分）
22,670

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便（受取人払）料金の支払いについて（令和２年９月分）
3,366

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（令和２年９月分）
6,434

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（令和２年９月分）
1,542

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（令和２年９月分）
224

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年９月分）の支出について
1,560

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年９月分）の支出について
756

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年９月分）の支出について
1,764

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年９月分）の支出について
1,256

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年９月分）の支出について
32,878

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年９月分）の支出について
5,104

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年９月分）の支出について
3,012

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年９月分）の支出について
1,848

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年９月分）の支出について
2,024

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年９月分）の支出について
20,904

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
15,400

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
20,800

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
3,156

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）紙おむつ代（８・９月分）の支出について
14,890

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１０月分）
5,632

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
20,800

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
2,728

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
18,800

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
11,198

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費（住宅扶助金）保証委託契約料の支出について
10,110

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助費：教材代）の支出について（８・９月分）
1,010

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費（介護扶助金）　介護扶助（福祉用具）の支出について
148,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（下肢装具）の支出について
31,058

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（両膝装具軟性）の支出について
15,264

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（頸椎装具）の支出について
11,448

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　診断書料の支出について
18,270
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天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（眼鏡一式）の支出について
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）診断書文書料の支出について
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費（生業扶助金）技能修得費の支出について
19,020

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年９月分）の支出について
4,452

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年９月分）の支出について
756

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年９月分）の支出について
38,583

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年９月分）の支出について
28,046

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年９月分）の支出について
11,172

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年９月分）の支出について
2,654

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年９月分）の支出について
2,120

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
31,180

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１０月分）
5,600

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費（住宅扶助金）火災保険料の支出について
14,550

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・検査料の支出について
5,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料の支出について
4,400

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（９月分）
4,960

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車・バス）の支出について（９・１０月分）
1,640

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）文書料の支出について
6,090

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（眼鏡一式）の支出について
5,300

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費（生業扶助金）高等学校等就学費の支出について
57,430

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食費（令和2年10月）の支出について
1,347,700

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
84

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業・予防接種費用にかかる支出について（９月請求分・８回目）
9,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業・予防接種費用にかかる支出について（１０月請求分・１回目）
9,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 大阪市知的障がい者相談員業務にかかる報償金の支出について（４月～９月分）
22,800

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
79,626

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　ストマ用装具等にかかる経費の支出について（８～１１月分）（代理受領方式）
64,272

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　ストマ用装具等にかかる経費の支出について（８・９月分）（代理受領方式）
105,810

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　人工喉頭・埋込型人工鼻にかかる経費の支出について（８・９月分）（代理受領方式）
45,100

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（９月分）の支出について
551

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（９月分）の支出について
830

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
22,268

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
84

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
336

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
168

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
420

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
2,680

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
1,176

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
564

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
7,424

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
1,344

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
504

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
24,414

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 令和２年度寡婦福祉貸付金（第３四半期）にかかる支出について
438,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
252

浪速区役所 総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 住民投票事務にかかる不在者投票用紙送付用レターパックプラス及びレターパックライトの買入経費の支出について
47,500

浪速区役所 総務課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広聴広報事業用広報紙（令和2年5月号～3年4月号）概算印刷業務にかかる経費の支出について（令和２年９月号分）
413,556
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浪速区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴広報事業用点字用紙の買入にかかる経費の支出について
79,200

浪速区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議運営事業用会議議事録作成業務（概算契約）にかかる支出について（令和２年８月実施分）
40,424

浪速区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年１０月１９日～１０月２３日支払い分）
1,400,000

浪速区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広聴広報事業用新聞未購読世帯への浪速区広報紙（令和2年4月号～3年3月号）配付業務委託(概算契約）にかかる経費の支出について（令和2年9月号分）
319,453

浪速区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
18,260

浪速区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
19,955

浪速区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用　浪速区役所階段式昇降機ウェッジガード取替修繕にかかる経費の支出について
92,400

浪速区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
84

浪速区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広聴広報事業用令和２年度浪速区広報紙（5月号～3年4月号）企画編集業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（令和２年１０月号分）
391,050

浪速区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月分その１）
8,360

浪速区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月分その１）
2,162

浪速区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整事務用カラーペーパーほか15点の買入にかかる経費の支出について
43,307

浪速区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月分その１）
48,991

浪速区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月分その１）
1,188

浪速区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅の賃貸借契約にかかる賃貸料の支出について（令和２年11月分）
106,000

浪速区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎管理用庁舎清掃業務委託経費の支出について（令和２年９月分）
473,495

浪速区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（浪速区役所）一式　長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
33,200

浪速区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式（令和元年度調達分）長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
386,243

浪速区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般事務用ケーブルテレビ利用経費の支出について（令和２年９月分）
4,455

浪速区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式（平成２９年度調達分）長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
222,615

浪速区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　浪速区役所宿日直専門員用寝具等借入経費の支出について（令和２年９月分）
12,100

浪速区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン等機器一式（平成29年度調達）長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
23,430

浪速区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広聴広報事業用令和２年度浪速区広報紙（令和２年５月号～令和３年４月号）新聞折込広告業務（概算契約）にかかる経費の支出について（令和２年１０月号分）
92,030

浪速区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度浪速区役所庁舎一般廃棄物収集・運搬業務委託(概算契約)の経費支出について（第２四半期分）
16,095

浪速区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度浪速区役所庁舎産業廃棄物収集・運搬及び処理業務委託契約（概算）の経費支出について（第２四半期分）
38,483

浪速区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 住民投票にかかるごみ袋外16点の購入について
164,066

浪速区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整事務用郵便料金（令和２年９月分）の支出について
1,932

浪速区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報事業用インターネット回線使用料（令和２年９月分）の支出について
2,310

浪速区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整事務用郵便料金（令和２年９月分）の支出について
25,522

浪速区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整事務用郵便料金（令和２年９月分）の支出について
10,037

浪速区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区役所警備機器保守点検管理委託業務の経費支出について（令和２年９月分）
25,520

浪速区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月分その２）
48,971

浪速区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広聴広報事業用広報紙（令和2年5月号～3年4月号）概算印刷業務の実施にかかる経費の支出について（令和２年１０月号分）
564,850

浪速区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎管理用電気料金（令和２年９月分）の支出について
1,380,453

浪速区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区役所 庁舎自動ドア保守点検業務の経費支出について（令和２年４月～令和２年９月分）
237,600

浪速区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用浪速区役所地下２階湧水・汚水ポンプ制御盤修繕にかかる経費の支出について
66,000

浪速区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 広聴広報事業用浪速区役所ＬＩＮＥ公式アカウントにかかる使用料の支出について（令和２年９月分）
5,500

浪速区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務（通常啓発・選挙時）用後納郵便料（令和２年９月分）の支出について
420

浪速区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務（通常啓発・選挙時）用後納郵便料（令和２年９月分）の支出について
1,176

浪速区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 選挙事務（通常啓発・選挙時）用後納郵便料（令和２年９月分）の支出について
1,322

浪速区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 企画調整事務用市内出張交通費（令和２年９月分）の支出について
2,880

浪速区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（令和２年９月分）の支出について
166,700

浪速区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 新型コロナウイルス感染症発生に伴う感染防止対策用キッチンペーパーほか９点購入にかかる経費の支出について
399,850

浪速区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（令和２年９月分）の支出について
17,066

浪速区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（令和２年９月分）の支出について
13,380

浪速区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（令和２年９月分）の支出について
13,379

浪速区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用郵便料金（令和２年９月分）の支出について
1,448



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報

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

浪速区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広聴広報事業用新聞未購読世帯への浪速区広報紙（令和2年4月号～3年3月号）配付業務委託(概算契約）にかかる経費の支出について(令和2年度10月号分)
361,205

浪速区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用郵便料金（令和２年９月分）の支出について
63,422

浪速区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 住民投票にかかるクリップ付ペンシル外３点の購入及び経費の支出について
189,420

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付支払用資金（歳出一般分）１０月分の支出について
50,000

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付支払用資金（歳出マル退分）１０月分の支出について
10,000

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料還付加算金の支出について（９月分）
1,500

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（９月分）
520,895

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（９月分）
766,398

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月08日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（９月分）
383,721

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払について（令和２年１０月１５日支払分）
169,493

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（令和２年１０月１５日支払分）
100,000

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（令和２年１０月１５日支払分）
404,000

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（９月分）
317,024

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）用事務用品の購入経費の支出について
256,316

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
16,800

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月22日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（１０月分）
27,346

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市浪速区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和２年８月分）
948,241

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市浪速区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和２年８月分）
3,657,098

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 令和２年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
2,016

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
157,442

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 令和２年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
900

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 令和２年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金（受取人払い）の支出について（令和２年９月分）
28,017

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当市内出張旅費（９月分）の支出について
360

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当市内出張旅費（９月分）の支出について
360

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
690

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（９月分）の支出について
41,887

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（９月分）の支出について
198

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（９月分）の支出について
74,022

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
717,474

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
201,083

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（１０月分）
385,366

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
59,257

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（９月分）の支出について
10,207

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（９・１０月分）
223,610

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用品の購入費の支出について
17,479

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用品の購入費の支出について
236,115

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用複写機コピー代金（９月分）の支出について
14,609

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルスにかかる利用制限による減額措置）（平成31年度歳入分）
8,760

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルスにかかる利用制限による減額措置）（平成31年度歳入分）
4,030

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルスにかかる利用制限による減額措置）（平成31年度歳入分）
17,520

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルスにかかる利用制限による減額措置）（平成31年度歳入分）
1,200

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルスにかかる利用制限による減額措置）（平成31年度歳入分）
1,700

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルスにかかる利用制限による減額措置）（平成31年度歳入分）
900

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用キャッチャー防具外７点の購入経費の支出について
108,163

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルスにかかる利用制限による減額措置）（平成31年度歳入分）
2,250

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルスにかかる利用制限による減額措置）（平成31年度歳入分）
2,880

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス拡大防止による全額還付）（平成31年度歳入分）
56,120
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浪速区役所 市民協働課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルスにかかる利用制限による減額措置）（平成31年度歳入分）
10,900

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス拡大防止による全額還付）（平成31年度歳入分）口座振替不納分
1,800

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルスにかかる利用制限による減額措置）（平成31年度歳入分）
1,800

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス拡大防止による全額還付）（平成31年度歳入分）
3,120

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルスにかかる利用制限による減額措置）（平成31年度歳入分）
5,760

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルスにかかる利用制限による減額措置）（平成31年度歳入分）
600

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルスにかかる利用制限による減額措置）（平成31年度歳入分）
850

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルスにかかる利用制限による減額措置）（平成31年度歳入分）
13,080

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス拡大防止による全額還付）（平成31年度歳入分）
1,800

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月）
4,400

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
4,888

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 安全・安心なまちづくり推進事業用物品へのロゴ印刷経費の支出について
36,740

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
500

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立浪速区民センター施設管理業務の経費の支出について（第3回目）
8,743,000

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月21日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルスにかかる利用制限による減額措置）（平成31年度歳入分）
4,250

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月21日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルスにかかる利用制限による減額措置）（平成31年度歳入分）
6,000

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月21日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルスにかかる利用制限による減額措置）（平成31年度歳入分）
2,250

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月21日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルスにかかる利用制限による減額措置）（平成31年度歳入分）
850

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　浪速区放置自転車啓発指導等業務委託の実施経費（9月分）の支出について
213,201

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルスにかかる利用制限による減額措置）（平成31年度歳入分）
8,760

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習推進事業等に係る郵便料の支出について（９月分）
678

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（９月分）
1,260

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習推進事業等に係る郵便料の支出について（９月分）
282

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（９月分）
84

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクトにかかる携帯電話通信通話料の支出について（令和２年９月分）
1,674

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（９月分）
7,308

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 日本語の指導が必要な児童生徒への支援事業「浪速区日本語サポーター」に係る報償金の支出について（令和２年９月）
121,240

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 日本語の指導が必要な児童生徒への支援事業「浪速区日本語サポーター」に係る報償金の支出について（令和２年９月）
46,720

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 浪速区地域安全防犯カメラ（39基分）にかかる電気料金の支出について（令和2年9月分）
12,255

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルスにかかる利用制限による減額措置）（平成31年度歳入分）
650

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルスにかかる利用制限による減額措置）（平成31年度歳入分）
13,080

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルスにかかる利用制限による減額措置）（平成31年度歳入分）
2,600

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルスにかかる利用制限による減額措置）（平成31年度歳入分）
17,450

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業に係る講師謝礼金の支出について（令和２年９月分）
25,000

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生涯学習推進事業に係る市内出張旅費（９月分）の支出について
1,413

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習関係３事業用・交通事故をなくす運動用除菌スプレー外１６点の購入経費の支出について
92,983

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習関係３事業用・交通事故をなくす運動用除菌スプレー外１６点の購入経費の支出について
38,034

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習関係３事業用・交通事故をなくす運動用除菌スプレー外１６点の購入経費の支出について
30,030

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習関係３事業用・交通事故をなくす運動用除菌スプレー外１６点の購入経費の支出について
30,305

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害対策事業用物品の購入経費の支出について
309,096

浪速区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度浪速まなび支援事業業務委託経費の支出について（第１回目／２回）
5,808,000

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１９１０１２０１８６外１件
35,600

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代）の支出について（７月分）
35,326

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（特別保育用・１０月分）の支出について
20,000

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（通常保育用・１０月分）の支出について
90,000

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（令和２年８月分）
2,069

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代・移送費）の支出について（７～９月分）
899,056
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浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（令和２年８月分）
880

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種にかかる医師への報償金の支払いについて（２年９月１７日実施分）
49,800

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（令和２年８月分）
1,190

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１９１０１２０５５１外１件
33,670

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１９１０１２０３６９外１件
48,000

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用　ドラムトナーカートリッジ　買入にかかる経費の支出について
228,800

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について（３，９月分）
14,300

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる歯科医師等への報償金の支出について(令和２年９月１４日実施分)
31,200

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について（８，９月分）
91,040

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（９月分）
238,240

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（９月分）
129,660

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代）の支出について（８，９月分）
256,842

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 健康情報リーフレットの印刷経費の支出について
25,080

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　印刷製本費 高齢者向けカレンダーの印刷経費の支出について
35,200

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）２０１０２２００３９
55,544

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代・移送費）の支出について（８，９月分）
231,699

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）の支出について（７～９月分）
58,980

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
35,424

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉業務雇上に伴う経費の支出について（９月分）
9,160

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て相談外国語通訳報奨金の支出について（９月１５日分）
1,000

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１９１０１２０１８０外４件
91,360

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代）令和２年８月分の支出について
115,873

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について（６，８，９月分）
348,203

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（８，９月分）
1,952,983

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
30,000

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について（８，９月分）
40,210

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）２０１０３３０００８
3,897

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）２０１０３３０００７
3,263

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）２０１０１２００６６外１件
122,400

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１９１０１３００１２
19,330

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（８月分）
2,129

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（９月分）
5,940

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支払いについて（９月分）
149

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１９１０１２０３３５外３件
75,680

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（９月分）
1,100

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月）
186

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月）
433

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月）
2,153

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月）
19

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月）
2,799

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月）
11,810

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について（２，９月分）
56,250

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,777

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
306

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
690

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,880

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（９月分）
5,302
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浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（９月分）
4,528

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,515

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（８月分）
980

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について（９月分）
66,886

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
85,658

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人等報酬助成金の支出について（令和２年４月～令和２年７月）
90,000

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人等報酬助成金の支出について（令和元年７月～令和２年６月）
240,000

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（令和２年９月分）
1,409

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（９月分）
1,429,803

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 令和２年度結核患者コホート検討会（令和２年１０月６日実施）参画医師への報償金の支払いについて
14,160

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（令和２年９月分）
1,990

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者支援費（住宅改修支援費）にかかる理由書作成費の支出について
2,000

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）２０１０２２００４５
56,074

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１９１０１２０２９３外１件
35,600

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）２０１０１２００７２
13,300

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（令和２年９月分）
720

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代）の支出について（５・８・９月分）
104,657

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について（９，１０月分）
33,334

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（9月分）の支出について
1,770

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（9月分）の支出について
33,136

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（9月分）の支出について
3,086

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（9月分）の支出について
84

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（9月分）の支出について
3,294

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（9月分）の支出について
420

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（9月分）の支出について
8,242

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）２０１０３２００５０
3,275

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代・移送費）の支出について（８，９月分）
530,536

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１１月分
17,000,000

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１１月分
8,000,000

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１１月分
150,000

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１１月分
100,000

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１１月分
600,000

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付金（修学資金）の支出について（第３四半期:令和２年10月～12月分）
435,000

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
390

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
78,000

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
107,215

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
19,883

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
473,154

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
3,796

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について（９月分）
12,100

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について（９，１０月分）
40,490

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）の支出について（７～９月分）
104,980

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食賄材料費(１０月分)の支出について
2,365,090

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１９１０１２０７１７外１件
35,600

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種にかかる医師への報償金の支払いについて（令和２年１０月１５日実施分）
49,800

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て相談外国語通訳報奨金の支出について（10月２日分）
3,500

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ４歳児就学前アンケート用後納郵便料（９月分受取人払い）の支払いについて
693
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浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度「地域福祉コーディネート事業」にかかる経費の支出について（第２回目）
2,096,786

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支払いについて
84

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支払いについて
18,276

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支払いについて
8,063

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支払いについて
1,500

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）２０１０３２００４０
61,991

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１９１０１２０６９０
17,800

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１９１０１２０１７４外８件
159,506

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１９１０１２０３８３外２件
44,414

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支払いについて
2,082

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支払いについて
384

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支払いについて
9,456

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（９月分受取人払い）の支払いについて
990

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支払いについて
198

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代・移送費）の支出について（９，１０月分）
173,120

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（９，１０月分）
920,071

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支払いについて
2,666

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支払いについて
666

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支払いについて
11,774

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支払いについて
4,766

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支払いについて
35,083

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支払いについて
400

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支払いについて
4,250

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支払いについて
29,498

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支払いについて
210

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支払いについて
392

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支払いについて
250

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支払いについて
1,529

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（９月分受取人払い）の支払いについて
11,574

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支払いについて
85,876

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支払いについて
16,174

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支払いについて
17,372

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支払いについて
1,420

浪速区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支払いについて
280

西淀川区役所 総務課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度西淀川区広報紙「きらり☆にしよど」全戸配付業務経費の支出について(令和２年９月号)
479,602

西淀川区役所 総務課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和２年８月分　連絡調整用市内出張交通費の支出について(総務課)
2,460

西淀川区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年10月19日～10月23日支払い分）
1,000,000

西淀川区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度西淀川区広報紙「きらり☆にしよど」企画編集業務の支出について（令和２年１０月号）
273,487

西淀川区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所運営事務用及び区庁舎設備維持用　蛍光マーカーほか24点買入にかかる経費の支出について
113,960

西淀川区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所運営事務用及び区庁舎設備維持用　蛍光マーカーほか24点買入にかかる経費の支出について
39,600

西淀川区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・総務課（総合企画））
2,610

西淀川区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）【総務課】
3,095

西淀川区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用　検診車用排気ファン取替工事にかかる経費の支出について
492,800

西淀川区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用　空調用膨張タンク補修工事にかかる経費の支出について
77,000

西淀川区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用　便所衛生設備部品取替作業にかかる経費の支出について
90,200

西淀川区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　ガス吸収式冷温水機配管漏洩検査業務にかかる経費の支出について
220,000

西淀川区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西淀川区役所接遇研修事業用　委託料の支出について
159,500
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西淀川区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）【総務課】
750

西淀川区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）【総務課】
84

西淀川区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）【総務課・選挙事務】
18,040

西淀川区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）【総務課・選挙事務】
840

西淀川区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 令和２年度西淀川区広報紙「きらり☆にしよど」印刷業務経費の支出について（令和２年１０月号）
421,344

西淀川区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度西淀川区広報紙「きらり☆にしよど」点字版製作業務委託経費の支出について（令和２年１０月号）
63,206

西淀川区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度西淀川区役所小便器洗浄剤ほか借入にかかる経費の支出について(４月～９月分)
42,240

西淀川区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年９月分 区役所窓口案内業務委託にかかる経費の支出について
212,575

西淀川区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年９月分 西淀川区役所庁内情報利用パソコン等機器（視覚障がい者用）長期借入にかかる経費の支出について
40,150

西淀川区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年９月分 庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入（パソコン120台ほか）にかかる経費の支出について
466,543

西淀川区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年９月分 大阪市西淀川区役所庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（長期継続契約）
423,074

西淀川区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年９月分 ＬＧＷＡＮ接続系パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
5,474

西淀川区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年９月分 庁内情報利用パソコン等機器(西淀川区役所)一式　再リース契約にかかる経費の支出について
8,800

西淀川区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年９月分 西淀川区役所宿直用寝具等借入にかかる経費の支出について
13,750

西淀川区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年９月分 庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
138,545

西淀川区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 令和２年９月分 庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
3,012

西淀川区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 令和２年９月分 庁内情報利用パソコン等機器(西淀川区役所)一式　再リース契約にかかる経費の支出について
2,200

西淀川区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 令和２年９月分 災害対策用職員住宅什器借入における経費の支出について
7,172

西淀川区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年11月分 西淀川区役所災害対策用住宅入居にかかる不動産賃借料の支出について
101,100

西淀川区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年９月分　総務課分コピー代金の支出について
1,650

西淀川区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年９月分　総務課分コピー代金の支出について
1,650

西淀川区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年９月分　総務課分コピー代金の支出について
15,219

西淀川区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年９月分　総務課分コピー代金の支出について
123

西淀川区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所運営事務用　音声読み上げソフトウェア　買入にかかる経費の支出について
128,150

西淀川区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用　タブレット端末機のレンタルにかかる経費の支出について（令和２年度９月分）
4,072

西淀川区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　総務課総合企画グループ用　料金後納郵便にかかる経費の支出について
3,299

西淀川区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　総務課(総務グループ)用 後納郵便料金にかかる経費の支出について
4,418

西淀川区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　総務課総合企画グループ用　料金後納郵便（料金受取人払）にかかる経費の支出について
9,255

西淀川区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　総務課総合企画グループ用　料金後納郵便にかかる経費の支出について
288

西淀川区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　総務課総合企画グループ用　料金後納郵便にかかる経費の支出について
1,064

西淀川区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 需用費　消耗品費 令和２年９月分　総務課分コピー代金の支出について
2,475

西淀川区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　総務課(総務グループ)用 後納郵便料金にかかる経費の支出について
91,872

西淀川区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 令和２年９月分 庁舎管理維持用電気使用料の支出について
43,768

西淀川区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 令和２年９月分 庁舎管理維持用電気使用料の支出について
1,558,973

西淀川区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 令和２年１０月分 庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
198,072

西淀川区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 令和２年９月分 庁舎管理維持用電気使用料の支出について
318,999

西淀川区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 令和２年１０月分 庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
34,954

西淀川区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度西淀川区役所産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（令和２年７月～９月分）
56,429

西淀川区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度西淀川区役所一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（令和２年７月～９月分）
18,458

西淀川区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金（令和２年９月分）の支出について（事務費・選挙常時啓発費・住民投票費）
672

西淀川区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金（令和２年９月分）の支出について（事務費・選挙常時啓発費・住民投票費）
5,460

西淀川区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金（令和２年９月分）の支出について（事務費・選挙常時啓発費・住民投票費）
840

西淀川区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和２年９月分総務課（総合企画グループ）市内出張交通費の支出について
1,440

西淀川区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　一般事務用ＦＡＸ使用料の支出について
12,315

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年１０月分　国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
30,000

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年１０月分　国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について
10,000

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和2年８月分市内出張交通費（住民情報）の支出について
320
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西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 令和２年８月分西淀川区役所住民情報等業務等委託契約にかかる経費の支出について
793,796

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年８月分西淀川区役所住民情報等業務等委託契約にかかる経費の支出について
4,326,649

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）保険年金
17,800

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
1,820,384

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料還付金（還付加算金）の支出について
1,100

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
536,153

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 令和2年9月分西淀川区役所住民情報等業務等委託契約にかかる経費の支出について
793,796

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年9月分西淀川区役所住民情報等業務等委託契約にかかる経費の支出について
4,326,649

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
411,796

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
4,024

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
8,693

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
128,590

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
309,117

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
146,025

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
10,000

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
42,206

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
1,993

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　住民情報業務用後納郵便料金の支出について（窓口サービス課住民情報担当）
2,872

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年９月分窓口サービス課（住民情報）事務用コピー代金の支出について
19,670

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　住民情報業務用後納郵便料金の支出について（窓口サービス課住民情報担当）
59,852

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　住民情報業務用後納郵便料金の支出について（窓口サービス課住民情報担当）
238,982

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 令和２年９月分　窓口サービス課（保険年金）分コピー代金の支出について
10,310

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
467,696

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法に基づく葬祭費負担金の支出について
550,000

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法に基づく出産育児一時金負担金の支出について
627,994

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 証明書発行システム用ＦＡＸ使用料の支出について（窓口サービス課　令和２年９月分）
3,885

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年8月分　地域支援課コピー代金の支出について
1,304

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年8月分　地域支援課コピー代金の支出について
652

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年8月分　地域支援課コピー代金の支出について
248

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年8月分　地域支援課コピー代金の支出について
165

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年8月分　地域支援課コピー代金の支出について
1,591

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年8月分　地域支援課コピー代金の支出について
3,300

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年8月分　地域支援課コピー代金の支出について
413

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年8月分　地域支援課コピー代金の支出について
5,869

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年8月分　地域支援課コピー代金の支出について
1,954

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年8月分　地域支援課コピー代金の支出について
3,241

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年8月分　地域支援課コピー代金の支出について
825

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 避難所感染防止対策用医療用ガウン買入に係る経費の支出について
169,400

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域支援課安全まちづくりグループ事務用市内出張交通費（８月分）の支出について
260

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域支援課安全まちづくりグループ事務用市内出張交通費（８月分）の支出について
320

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域支援課安全まちづくりグループ事務用市内出張交通費（８月分）の支出について
1,500

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 西淀川区民会館使用料還付金の支出について（令和２年１０月・平成３１年度使用申込者用）
30,000

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 地域防災事業用デジタル簡易無線配備に伴う電波利用料（18台分）の支出について
7,200

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 地域防災事業用デジタル簡易無線配備に伴う電波利用料（20台分）の支出について
8,000

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（令和2年9月分・地域支援課安全まちづくりグループ）
33,550

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（令和2年9月分・地域支援課安全まちづくりグループ）
16,612

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（令和2年9月分・地域支援課安全まちづくりグループ）
1,100
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西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（令和2年9月分・地域支援課安全まちづくりグループ）
5,099

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支払いについて（令和2年9月分・地域支援課安全まちづくりグループ）
1,344

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支払いについて（令和2年9月分・地域支援課安全まちづくりグループ）
1,200

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度区役所附設会館管理運営事業　大阪市立西淀川区民ホール・大阪市立西淀川区民会館管理運営業務代行料の支出について（第3回目）
11,900,000

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 避難所感染防止対策用塩ビパイプ外１点買入に係る経費の支出について
68,282

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災事業用情報連絡票印刷に係る経費の支出について
41,800

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災事業用携帯型デジタル簡易無線機（免許局）（西淀川区役所）買入に係る経費の支出について
451,000

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金の支払いについて（令和2年9月分地域支援課地域支援グループ）
4,070

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 避難所感染防止対策用電子体温計買入に係る経費の支出について
60,720

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 避難所感染対策用非接触型温度計買入に係る経費の支出について
112,332

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域支援課安全まちづくりグループ事務用市内出張交通費（９月分）の支出について
880

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域支援課安全まちづくりグループ事務用市内出張交通費（９月分）の支出について
1,020

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援課（安全まちづくりグループ）事業用　後納郵便の支出について（令和2年9月分）
11,760

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援課（安全まちづくりグループ）事業用　後納郵便の支出について（令和2年9月分）
336

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援課（安全まちづくりグループ）事業用　後納郵便の支出について（令和2年9月分）
1,414

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援課（安全まちづくりグループ）事業用　後納郵便の支出について（令和2年9月分）
1,764

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全推進事業及び環境美化活動事業用携帯電話使用にかかる経費の支出（９月分）について
3,244

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全推進事業及び環境美化活動事業用携帯電話使用にかかる経費の支出（９月分）について
3,424

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用　緑化リーダー講習会用コスモスほか4点買入にかかる経費の支出について
24,640

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度西淀川区における啓発指導員配置等による放置自転車対策業務委託にかかる経費（９月分）の支出について
405,002

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用　エプロン買入にかかる経費の支出について
55,110

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 みんな大好き西淀川事業用チラシ2点・ポスター1点印刷にかかる経費の支出について
27,904

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 地域安全推進事業用防犯カメラ電気代（９月分）にかかる経費の支出について
10,570

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 空家等対策推進事業用レインウェア外１点買入にかかる経費の支出について
32,912

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災事業用地域防災リーダー装備用災害対応ヘルメット外１点買入に係る経費の支出について
75,515

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域支援事業用市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
840

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年9月分　地域支援課コピー代金の支出について
2,778

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年9月分　地域支援課コピー代金の支出について
2,262

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年9月分　地域支援課コピー代金の支出について
4,950

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年9月分　地域支援課コピー代金の支出について
754

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年9月分　地域支援課コピー代金の支出について
6,790

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年9月分　地域支援課コピー代金の支出について
701

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年9月分　地域支援課コピー代金の支出について
2,888

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年9月分　地域支援課コピー代金の支出について
1,510

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援グループ事業用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
1,204

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援グループ事業用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
1,176

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援グループ事業用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
840

西淀川区役所 地域支援課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援グループ事業用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
1,050

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（特別保育分）令和２年10月分の支出について
30,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（通常保育分）令和２年10月分の支出について
90,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 令和２年８月分　保健福祉課（生活支援）分コピー代金の支出について
15,937

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
51,940

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
23,498

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
12,300

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
107,492

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
4,500
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西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
11,590

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
640

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
17,540

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,740

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
60,552

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課(生活支援グループ）用市内出張交通費の支出について（令和２年８月分）
820

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 保健福祉課(生活支援グループ）用市内出張交通費の支出について（令和２年８月分）
10,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料（生活扶助金）の支出について
55,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
4,851

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（生活扶助金）の支出について
1,520

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費（介護扶助金）の支出について
3,881

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,680

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
5,600

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
12,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
4,880

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
300

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,480

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
960

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,140

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,600

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
95,646

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
5,200

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
34,095

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
42,992

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
5,500

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
4,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
660

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 令和２年度　結核予防接種事業　ＢＣＧ従事医師報償金の支出について（９月分）
24,900

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
69,430

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
46,799

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
56,074

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
56,074

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
56,074

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
50,467

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
15,450

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
17,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
10,930

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西淀川区地域福祉推進会議に係る助言者に対する報償金の支出について（９月１７日分）
17,180

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
1,595

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
125,274

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による荷造費・運搬費（生活扶助金）の支出について
49,500

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
860

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
99,261
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西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
5,500

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
19,170

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
5,500

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による非指定医療機関診療報酬（医療扶助金）の支出について
9,580

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
5,360

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
237,350

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援事業用小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
17,230

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康推進事業用令和２年度９月分小口支払基金の繰入について
7,228

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 健康推進事業用令和２年度９月分小口支払基金の繰入について
5,547

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
49,207

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
46,746

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
47,753

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
7,130

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
42,860

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
60,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 令和２年度　母子保健事業（乳幼児健康診査等）従事医師等報償金の支出について（９月分）
417,300

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 健康推進事業用令和２年度９月分小口支払基金の繰入について
2,728

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 健康推進事業用令和２年度９月分小口支払基金の繰入について
9,680

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市後見制度等報酬助成にかかる経費の支出について
211,200

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,080

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
17,700

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
33,955

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
2,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
147,500

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
297

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
231

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
3,400

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
158,150

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
24,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
330

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
260,897

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による荷造費・運搬費（生活扶助金）の支出について
26,400

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
69,047

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,520

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
560

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,600

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
222,440

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業及び「見守りネット倶楽部」・地域福祉担い手育成事業業務委託にかかる経費の支出について（第3四半期）
1,553,961

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業及び「見守りネット倶楽部」・地域福祉担い手育成事業業務委託にかかる経費の支出について（第3四半期）
5,028,032

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 令和２年度コホート検討会にかかる報償金の支出について（9月30日開催）
14,160

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉　社会復帰相談指導・家族教室講師謝礼の支出について（９月分）
14,700

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動費（令和2年7月～9月分）にかかる経費の支出について
5,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
2,400

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
52,802

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
120,214
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西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
7,440

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
6,400

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
640

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
800

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
5,600

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
4,180

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料（生活扶助金）の支出について
88,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料（生活扶助金）の支出について
284,900

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
800

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
4,720

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,680

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
4,240

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
11,448

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,520

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
5,500

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
264,460

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
236,190

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
13,456

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
15,450

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
126,453

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
249,425

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
31,360

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
61,730

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
194,600

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
12,500

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
18,360

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　令和２年１１月分の支出について
8,800,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　令和２年１１月分の支出について
5,300,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　令和２年１１月分の支出について
200,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　令和２年１１月分の支出について
200,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費　令和２年１１月分の支出について
500,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
23,103

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
68,901

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
28,600

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
27,718

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
35,608

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金技能習得資金の支出について（第３四半期）
204,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金修学資金の支出について（第３四半期）
195,627

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 住宅改修理由書作成費　令和２年９月分の支出について
8,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 手話通訳サービス等用タブレット端末機のレンタルにかかる経費の支出について（令和2年9月分）
4,072

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による荷造費・運搬費（生活扶助金）の支出について
88,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による荷造費・運搬費（生活扶助金）の支出について
73,700

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家具什器代（生活扶助金）の支出について
29,500

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
90,046

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
62,406
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西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
720

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
3,900

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
360

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
8,720

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
3,900

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費令和２年１０月分の支出について
1,862,420

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度「子育てを応援する担い手育成・地域連携事業」業務委託にかかる経費の支出について（第３四半期分）
1,979,250

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（令和２年９月分）
28,271

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 令和２年度介護保険事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
70,636

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 令和２年度介護保険事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
3,012

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 令和２年度　成年後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,500

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
3,180

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
1,868

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
32,627

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援業務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
216,630

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援業務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
8,195

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援業務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
957

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援業務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
106,951

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援業務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
75,050

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援業務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
6,492

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
41,600

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
11,200

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
14,370

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
6,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,698

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
4,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
30,793

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
4,500

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,480

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
11,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,380

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による荷造費・運搬費（生活扶助金）の支出について
69,564

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
8,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
57,351

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
6,700

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による荷造費・運搬費（生活扶助金）の支出について
27,500

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
5,220

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
9,960

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
6,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
940

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
130,540

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,280

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
236,930

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 健康推進事業用令和２年度９月分市内出張交通費の支出について
4,200

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年度９月分保健福祉課（健康推進）コピー代金の支出について
14,334

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和２年度９月分後納郵便料金の支出について
672
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西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 健康推進事業用令和２年度９月分市内出張交通費の支出について
3,840

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和２年度９月分後納郵便料金の支出について
84

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和２年度９月分後納郵便料金の支出について
2,436

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和２年度９月分後納郵便料金の支出について
346

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 令和２年度　結核予防接種事業　ＢＣＧ従事医師報償金の支出について（１０月分）
24,900

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和２年度９月分後納郵便料金の支出について
420

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 令和2年度歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について（１０月４日分）
6,300

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和２年度９月分後納郵便料金の支出について
756

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和２年度９月分後納郵便料金の支出について
7,496

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和２年度９月分後納郵便料金の支出について
3,542

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和２年度９月分後納郵便料金の支出について
17,634

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和２年度９月分後納郵便料金の支出について
420

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和２年度９月分後納郵便料金の支出について
19,394

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和２年度９月分後納郵便料金の支出について
954

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 健康推進事業用令和２年度９月分市内出張交通費の支出について
970

淀川区役所 総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用不織布マスクの買入にかかる経費の支出について
97,900

淀川区役所 総務課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度淀川区役所庁舎自動扉設備保守点検業務委託の実施にかかる経費の支出について（第２回）
44,000

淀川区役所 総務課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 使用料及賃借料　使用料 国勢調査調査員事務説明会にかかる会館使用料の支出について（田川　１０月分）
6,000

淀川区役所 総務課 令和02年10月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 大阪市廃止・特別区設置住民投票用特定封筒の買入経費の支出について
62,400

淀川区役所 総務課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 使用料及賃借料　使用料 国勢調査調査員事務説明会にかかる会館使用料の支出について（木川南　１０月分）
2,000

淀川区役所 総務課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 使用料及賃借料　使用料 国勢調査調査員事務説明会にかかる会館使用料の支出について（三津屋）
5,000

淀川区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月２回目）
116

淀川区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月２回目）
2,000

淀川区役所 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 淀川区災害対策用職員住宅管理にかかる電話代の支出について（９月分）
3,093

淀川区役所 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度淀川区役所庁舎シャッター設備保守点検業務の実施にかかる経費の支出について
151,250

淀川区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 淀川区災害対策用職員住宅賃貸借の実施および同経費の支出について（令和２年１１月分）
106,000

淀川区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分１回目）
5,699

淀川区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について(令和２年９月分)
14,398

淀川区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について(令和２年９月分)
6,943

淀川区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月２回目）
330

淀川区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月２回目）
116

淀川区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月２回目）
11,220

淀川区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区役所事務用市内出張交通費の支出について（９月分）
6,484

淀川区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用トナーカートリッジほか５点の買入の実施にかかる経費の支出について
105,710

淀川区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便利用にかかる経費の支出について（９月分）
30,786

淀川区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業訓練を目的とした大阪市淀川区役所清掃業務委託（長期継続）の実施にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
1,113,416

淀川区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度淀川区役所ほか２施設機械警備業務委託の実施にかかる経費の支出について(９月分)
77,000

淀川区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度淀川区役所産業廃棄物収集運搬・処分業務（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（令和２年９月）
18,925

淀川区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入の実施にかかる経費の支出について(令和２年９月分)
238,395

淀川区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入の実施に係る経費の支出について(令和２年９月分)
580,751

淀川区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（淀川区役所）一式長期借入の実施にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
32,967

淀川区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便利用にかかる経費の支出について（９月分）
5,374

淀川区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 総務課事務用トナーカートリッジほか５点の買入の実施にかかる経費の支出について
32,120

淀川区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入の実施にかかる経費の支出について(令和２年９月分)
3,017

淀川区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入の実施に係る経費の支出について(令和２年９月分)
7,848

淀川区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用住宅家具用洗剤ほか１点の買入の実施にかかる経費の支出について
125,400

淀川区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度淀川区役所旧庁舎清掃業務委託の実施にかかる経費の支出について（９月分）
6,468
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淀川区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 選挙事務用ならびに統計調査用等後納郵便料金の支出について（９月分）
117,940

淀川区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用ならびに統計調査用等後納郵便料金の支出について（９月分）
532

淀川区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用ならびに統計調査用等後納郵便料金の支出について（９月分）
7,490

淀川区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 大阪市廃止・特別区設置住民投票用クリップ付きペンシル　買入にかかる経費の支出について
36,740

淀川区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 選挙事務用ならびに統計調査用等後納郵便料金の支出について（９月分）
3,910

淀川区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 大阪市廃止・特別区設置住民投票用養生用テープほか６点　買入にかかる経費の支出について
114,268

淀川区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 大阪市廃止・特別区設置住民投票用養生用テープほか６点　買入にかかる経費の支出について
11,220

淀川区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分３回目）
8,036

淀川区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用雑巾ほか２点の買入の実施にかかる経費の支出について
55,275

淀川区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度淀川区役所宿直用寝具借入に係る経費の支出について（９月分）
14,025

淀川区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 使用料及賃借料　使用料 国勢調査調査員事務説明会にかかる会館使用料の支出について（野中）
4,000

淀川区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月４回目）
8,346

淀川区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　食糧費 大阪市廃止・特別区設置住民投票用お茶の買入にかかる経費の支出について
33,531

淀川区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月４回目）
2,520

淀川区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 淀川区災害対策用職員住宅什器賃貸借の実施にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
9,900

淀川区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎使用にかかる水道代の支出について（９月分）
279,846

淀川区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる下水道使用料の支出について（８月分）
97,625

淀川区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎使用にかかるガス代の支出について（９月分）
534,280

淀川区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年度　淀川区役所一般廃棄物収集運搬業務（単価契約）にかかる経費の支出について(９月分)
8,236

淀川区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 遠隔手話通訳用タブレット型端末の長期借入（その２）にかかる経費の支出について(令和２年９月分)
8,690

淀川区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 淀川区役所窓口状況配信用ワイヤレスインターネット通信料の支出について(９月分)
8,914

淀川区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 淀川区役所窓口状況配信用ワイヤレスインターネット通信料の支出について(９月分)
110

淀川区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用冊子（地方財務実務提要）買入の実施にかかる経費の支出について（第３回）
11,132

淀川区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用手指消毒剤（その５）　買入にかかる経費の支出について
227,700

淀川区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（令和２年９月分）
1,296,061

淀川区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務（証明書発行）用電話代の支出について（９月分）
3,885

淀川区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分５回目）
10,396

淀川区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（令和２年９月分）
1,236,130

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10－8
900

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度 淀川区民センター及び淀川区老人福祉センター指定管理業務代行料の支出について（8月分）
2,533,692

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10－2
1,500

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10－5
750

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10－4
850

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の還付について（過年度収入分）10－9
900

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10－6
1,500

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10－7
650

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10－3
900

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10－1
650

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（市民協働課９月分）
4,180

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10-16
1,100

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10-13
1,400

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10-15
900

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10-14
1,200

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10-12
900

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10-11
650

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10-18
900

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10-17
650
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淀川区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10-10
1,550

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月13日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10-19
1,000

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 学校体育施設開放事業用多目的支柱の買入にかかる経費の支出について
117,150

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度淀川区小学生補習充実事業にかかる報償金の支出について（８月分）
33,060

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10-21
780

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10-20
2,860

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10-22
500

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 防犯カメラ（街頭用）（淀川区役所）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について（令和２年９月分）
163,680

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＰ無線機回線使用料の支出について（９月分）
18,480

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＰ無線機回線使用料の支出について（９月分）
13,860

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10-32
1,560

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10-27
900

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10-28
650

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10-24
900

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10-23
1,700

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10-29
900

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10-31
780

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度生涯学習ルーム事業にかかる報償金の支出について（10月支払分）
18,500

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全事業用カラーレーザープリンタートナーカートリッジ買入れ並びに同経費の支出について
60,500

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における令和２年９月分の料金後納郵便料金の支出について
19,424

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 地域安全対策業務用自転車の買入れ並びに同経費の支出について（その２）
1,200

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 地域安全対策業務用自転車の買入れ並びに同経費の支出について（その２）
124,630

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における令和２年９月分の料金後納郵便料金の支出について
140

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における令和２年９月分の料金後納郵便料金の支出について
2,682

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 令和２年度校長経営戦略支援予算（淀川区担当教育次長執行枠）児童・生徒の体力づくり支援事業にかかる講師謝礼の支出について（９月実施分）
93,600

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10-27
900

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10-26
1,560

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）10-25
780

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業に係るコピー代（９月分）の支出について
11,412

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 防犯カメラ（街頭用）（淀川区役所）一式買入並びに同経費の支出について
1,647,800

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）（10-34）
650

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の半額還付について（過年度収入分）（10-33）
850

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制希望調査票の返信にかかる郵便料金の支出について（９月分）
108,009

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 啓発指導員による放置自転車対策業務（十三駅）の実施ににかかる経費の支出について（９月分）
211,200

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（市民協働）にかかる市内出張旅費の支出について（令和２年９月分）
7,267

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 令和２年度民間事業者を活用した課外授業（ヨドジュク）のためのワイヤレスインターネット通信使用料の支出について(令和２年９月分)
19,280

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 令和２年度民間事業者を活用した課外授業（ヨドジュク）のためのワイヤレスインターネット通信使用料の支出について(令和２年９月分)
110

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 新たな地域コミュニティ支援事業用プリンター両面印刷ユニットの買入に係る経費の支出について
20,867

淀川区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 新たな地域コミュニティ支援事業用データ（PC）用CD-R他２点の買入に係る経費の支出について
10,268

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金　令和２年１０月（一般）の支出について
50,000

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金　令和２年１０月分支払資金（退職）の支出について
10,000

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金（一般）の支出について
1,266,317

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用ライフプラン出生・結婚記念フォトフレームの買入にかかる経費の支出について
209,440

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（保険年金9月分）
2,395

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
11,400

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託の実施にかかる経費の支出について（令和2年8月分）
604,175

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託の実施にかかる経費の支出について（令和2年8月分）
1,208,350
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淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 令和2年9月支給決定国民健康保険療養費（一般）の支出について
2,542,344

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 令和２年９月支給決定分大阪市国民健康保険にかかる出産育児一時金（受取代理）の支出について
420,000

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金（一般）の支出について
1,000,128

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託の実施にかかる経費の支出について（令和2年8月分）
604,175

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所　住民情報業務等委託（長期継続契約）の実施にかかる経費の支出について（令和２年８月分）
1,357,257

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所　住民情報業務等委託（長期継続契約）の実施にかかる経費の支出について（令和２年８月分）
4,054,550

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 令和２年９月支給決定国民健康保険　高額療養費（外来年間合算）の支出について
37,722

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金（一般）の支出について
1,419,012

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報・戸籍）事務用市内出張交通費の支出について（９月分）
680

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（外国人登録）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,510

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
119,596

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納還付加算金の支出について
1,200

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金（一般）の支出について
1,108,213

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金（一般）の支出について
6,394

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録）事務用コピー代の支出について（９月分）
14,609

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（戸籍）事務用コピー代の支出について（９月分）
18,318

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる令和2年9月分料金後納郵便料（管理）の支出について
575,436

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用　ホッチキス針ほか１７点の買入にかかる経費の支出について
16,919

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる令和2年9月分料金後納郵便料（管理・受取人払）の支出について
83,953

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる令和2年9月分料金後納（受取人払）郵便料の支出について
198

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託の実施にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
805,567

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる令和2年9月分料金後納郵便料の支出について
250,000

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる令和2年9月分料金後納郵便料の支出について
23,843

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託の実施にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
1,611,133

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかるコピー代の支出について（令和2年9月分）
8,698

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる令和2年9月分料金後納郵便料の支出について
250,000

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる令和2年9月分料金後納（受取人払）郵便料の支出について
37,605

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託の実施にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
805,567

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる令和2年9月分料金後納（受取人払）郵便料の支出について
37,604

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 令和2年10月支給決定国民健康保険療養費（一般）の支出について
1,205,245

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 令和２年１０月支給決定分大阪市国民健康保険にかかる葬祭費の支出について
650,000

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 令和２年１０月支給決定分大阪市国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について
902,240

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
27,491

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
818,347

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
58,074

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
87,450

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
94,698

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
6,211

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
6,560

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
8,586

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
80,878

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
283,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
68,080

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
10,500

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
96,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
48,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
23,544
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淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
37,400

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
67,150

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
17,800

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
24,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
35,600

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
75,780

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
82,860

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
64,328

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
214,013

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
16,220

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について（９月分・１回目）
6,300

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について（９月分・１回目）
24,900

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」及び「地域見守り活動サポート事業」業務委託の実施にかかる経費の支出について（第３回分）
1,099,518

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」及び「地域見守り活動サポート事業」業務委託の実施にかかる経費の支出について（第３回分）
7,855,098

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（野中小学校　令和２年４月～８月分　）
7,328

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
10,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区子育て情報誌「ゆめキッズ」ほか1点印刷の実施にかかる経費の支出について（ゆめキッズ58号）
30,756

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
231,864

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
145,874

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費の支出について
13,200

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
1,925

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
6,215

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
42,280

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
7,680

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
245,740

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
665

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
191,039

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
2,475

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
273,758

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
96,890

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
48,980

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
412,081

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
81,004

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（特別保育）１０月分
20,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（通常保育）１０月分
90,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
10,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
104,357

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
108,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
159,901

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
3,700

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
100,146

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
13,300

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
20,710

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
87,500

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
65,710

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
22,880
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淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
35,600

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
71,862

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費の支出について
183,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
4,960

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
22,500

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
617,351

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
46,093

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度淀川区訪問型病児保育（共済型）推進事業業務委託の実施及び同経費の支出について（８月分）
597,450

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
2,603

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　普通旅費 介護保険業務にかかる市内出張交通費の支出について（７月分）
1,330

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書料の支出について
3,300

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
83,411

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
163,500

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
17,600

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
56,500

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
22,490

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
1,787

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
8,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
300

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
4,500

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
600

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
2,100

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
77,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
4,015

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
2,376

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
96,920

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ９月分）にかかる医師報償金の支出について
99,600

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分２回目）
4,180

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分１回目）
220

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分２回目）
5,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分１回目）
3,780

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分１回目）
1,911

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分１回目）
761

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
163,478

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分２回目）
2,720

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分２回目）
2,781

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 ＤＶによる母子生活支援施設入所中の母子との面談にかかる管外出張旅費の支出について（令和２年９月18日出張分）
2,180

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 ＤＶによる母子生活支援施設入所中の母子との面談にかかる管外出張旅費の支出について（令和2年9月25日出張分）
6,700

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分２回目）
3,551

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分１回目）
1,680

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分１回目）
1,704

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分１回目）
2,600

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 令和２年度大阪市淀川区保健福祉センター事業用白衣等洗濯業務委託（概算契約）（その２）にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
13,321

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度子ども未来輝き事業（小学生・中学生のための学習支援事業）（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（８月分）
603,270
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淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
9,614

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
77,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費の支出について
93,500

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
29,470

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
310,788

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
604,830

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度淀川区プレパパ・ママ等ファミリー子育て教室業務委託にかかる経費の支出について（第1回目）
499,500

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
33,700

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
229,011

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
197,340

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
1,428

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
33,538

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
115,222

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
8,400

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
22,880

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
4,400

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
48,400

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
15,080

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
18,230

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
116,479

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
1,092

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
544,527

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
12,301

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（令和２年９月分）
104,009

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
18,272

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
46,200

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
32,736

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
333,300

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
200,814

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
2,140

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
3,549

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について（９月分・２回目）
6,300

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について（９月分・２回目）
24,900

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 淀川区子育て講座“ゆめちゃんハッピールーム”特別編「だれでも　どこでも　いつでも楽しめるミュージック・ケア」の講師謝礼の支出について
11,640

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年９月分）
12,335

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年９月分）
20,579

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年９月分）
1,176

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年９月分）
2,887

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年９月分）
1,345

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年９月分）
901

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年９月分）
55,717

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
38,252

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
55,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
345,600

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
17,800

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年９月分）
252

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年９月分）
1,745
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淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年９月分）
48,960

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年９月分）
4,418

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる令和２年１１月分生活保護費の支出について
17,000,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる令和２年１１月分生活保護費の支出について
9,000,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる令和２年１１月分生活保護費の支出について
100,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
30,540

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる令和２年１１月分生活保護費の支出について
100,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる令和２年１１月分生活保護費の支出について
600,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年９月分）
47,674

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年９月分）
42,821

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年９月分）
5,700

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所における給食材料購入費（１０月分）の支出について
2,166,160

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年９月分）
1,998

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年９月分）
4,279

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年10月分１回目）
300

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 生活支援担当市内出張交通費（会計年度任用職員）（令和２年９月分）の支出について
6,500

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援担当市内出張交通費（令和２年９月分）の支出について
4,120

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援担当市内出張交通費（令和２年９月分）の支出について
320

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援担当市内出張交通費（令和２年９月分）の支出について
320

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年10月分１回目）
11,026

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
418,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
173,500

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
24,323

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
281,140

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
55,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（神津小学校　令和２年１０月分　外１件）
40,110

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
22,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
17,200

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
176,283

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
14,870

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
261,785

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
226,840

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
60,712

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 令和２年度淀川区子育てサービス利用者支援事業業務委託契約にかかる経費の支出について（９月分）
561,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（令和2年9月分）
36,255

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
119,346

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
86,056

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金・生活資金　第３四半期分）の支出について（１回目）
849,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用事務机ほか１点買入（その２）にかかる経費の支出について
24,200

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用並びに子育て支援担当事務用コピー代の支出について（９月分）
20,209

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 保健福祉業務用事務机ほか１点買入（その２）にかかる経費の支出について
171,600

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用コピー代の支出について（令和2年9月分）
27,493

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室にかかる講師料の支出について（令和2年9月分）
8,920

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等の報償金の支出について（９月分）
655,300

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉施設入所にかかる事前情報提供のための管外出張旅費の支出について（令和2年10月9日出張分）
2,200

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉・介護保険）事務用コピー代の支出について（９月分）
12,652

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
597,297
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淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
3,763

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 令和2年度コホート検討会にかかる医師報償金の支払いについて（1回目）
11,360

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金・生活資金　第３四半期分）の支出について（２回目）
243,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉・介護保険）事務用コピー代の支出について（９月分）
2,465

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分１回目）
440

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
598

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
16,276

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉業務にかかる市内出張交通費の支出について（令2年6～10月分）
644

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
36,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
5,972

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
18,899

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
15,900

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
74,412

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
58,074

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
835,526

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
92,980

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
9,850

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
40,314

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉業務にかかる市内出張交通費の支出について（令2年6～10月分）
429

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
133,084

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
39,521

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
2,915

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
15,860

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
109,129

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
31,260

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
38,284

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
871,270

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
30,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
840

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
204

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
168

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
828

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
168

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
120

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
534

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
12,452

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
756

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
10,272

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
2,828

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
7,104

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
84

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
672

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
98,376

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分１回目）
5,880

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
1,512

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和2年度児童手当給付費10月分の支出について
100,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
12,576
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淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
31,288

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
11,342

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
282

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉業務にかかる市内出張交通費の支出について（令2年6～10月分）
7,940

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
252

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分１回目）
1,972

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分１回目）
3,400

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
6,000

淀川区役所 政策企画課 令和02年10月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度地域課題解決型淀川区役所広報誌「よどマガ！」配布業務委託（十三地域）（令和2年4月号～令和3年3月号）にかかる経費の支出について（令和2年9月号分）
62,577

淀川区役所 政策企画課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 政策企画課事務用　市内出張交通費の支出について（令和２年８月）
2,511

淀川区役所 政策企画課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度淀川区役所広報誌「よどマガ！」配布業務委託（概算契約）（令和2年4月号～令和3年3月号）にかかる経費の支出について（令和2年9月号分）
662,180

淀川区役所 政策企画課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度淀川区役所広報誌企画編集業務委託(令和2年5月号～令和3年4月号)にかかる経費の支出について（令和2年10月号分）
315,480

淀川区役所 政策企画課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年10月19日～10月23日支払い分）
700,000

淀川区役所 政策企画課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 政策企画課広報担当パソコン用ソフトウエア（その３）　買入にかかる経費の支出について
105,336

淀川区役所 政策企画課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報誌（令和2年5月号～令和3年4月号）（淀川区役所）印刷業務にかかる経費の支出について（令和2年10月号分）
952,820

淀川区役所 政策企画課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度淀川区役所広報誌点訳業務及び広報誌点字版製作・発送業務委託（概算契約）（令和2年5月号～令和3年4月号）にかかる経費の支出について（令和2年10月号）
79,200

淀川区役所 政策企画課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について（令和２年９月分）
4,820

淀川区役所 政策企画課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について（令和２年９月分）
110

淀川区役所 政策企画課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画課事務用　後納郵便料金（９月分）の支出について
5,972

淀川区役所 政策企画課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画課事務用（受取人払）後納郵便料金（９月分）の支出について
1,449

淀川区役所 政策企画課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画課事務用（受取人払）後納郵便料金（９月分）の支出について
1,980

淀川区役所 政策企画課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画課事務用　後納郵便料金（９月分）の支出について
28,038

淀川区役所 政策企画課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（政策企画課10月分）
860

淀川区役所 政策企画課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度地域課題解決型淀川区役所広報誌「よどマガ！」配布業務委託（十三地域）（令和2年4月号～令和3年3月号）にかかる経費の支出について（令和2年10月号分）
62,577

東淀川区役所 総務課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東淀川区役所ケーブルテレビ回線利用料に係る経費の支出について（８月分）
733

東淀川区役所 総務課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和２年７・８月分市内出張交通費の支出について（総務）
3,680

東淀川区役所 総務課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 一般事務用庁内情報利用端末の破損に伴う修繕経費の支出について
38,390

東淀川区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　傘袋外４点の購入に係る経費の支出について
65,560

東淀川区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票事務用レターパック購入に係る経費の支出について
78,000

東淀川区役所 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」企画編集業務委託（令和２年５月号～令和３年４月号）に係る経費の支払いについて（10月号分）
528,550

東淀川区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年１０月１９日～１０月２３日支払い分）
1,700,000

東淀川区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」（令和２年５月号～令和３年４月号）点字版製作業務委託（概算契約）に係る経費の支払いについて（10月号分）
91,080

東淀川区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 朝日新聞購読料の支出について(令和２年７月～９月分）
12,111

東淀川区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報紙（令和２年５月号～令和３年４月号）（東淀川区役所）概算印刷に係る経費の支払いについて（10月号分）
655,512

東淀川区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（令和２年９月分）
19,221

東淀川区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（令和２年９月分）
1,210,924

東淀川区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（令和２年９月分）
356,825

東淀川区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（令和２年９月分）
2,949

東淀川区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 産経新聞購読料の支出について（令和２年７月～９月分）
12,111

東淀川区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所及び同出張所産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託に係る経費の支出について(９月分)
9,471

東淀川区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　東淀川区役所及び同出張所一般廃棄物収集・運搬及び処分業務委託に係る経費の支出について（９月分）
11,348

東淀川区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 会計年度任用職員の通勤災害に係る療養補償費の支払いについて（第２回）
21,598

東淀川区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴・広報事業用　大阪市東淀川区住宅地図の買入及び同経費の支払いについて（総務課（総合企画））
12,870

東淀川区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東淀川区役所出張所敷地内樹木の剪定等業務委託経費の支出について
140,250

東淀川区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 令和２年度　東淀川区広報紙新聞折込広告業務委託（令和２年５月号～令和３年４月号）（概算契約）に係る経費の支払いについて（１０月号分）
366,529

東淀川区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東淀川区役所敷地内指定箇所の除草業務委託経費の支出について
104,500
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東淀川区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 小口支払基金用繰入金の支出について（令和２年９月分）
4,800

東淀川区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報業務用　LINE公式アカウント利用料金の支払いについて（９月分）
16,500

東淀川区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市東淀川区合同庁舎等清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
568,700

東淀川区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市東淀川区役所窓口案内従事者派遣に係る経費の支払いについて（９月分）
533,153

東淀川区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市災害対策用職員住宅に係る賃料及び共益費の支出について（令和２年11月分）
95,000

東淀川区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　ドラム/トナーカートリッジの購入に係る経費の支出について
361,130

東淀川区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金用繰入金の支出について（令和２年１０月分）
2,523

東淀川区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金用繰入金の支出について（令和２年１０月分）
2,390

東淀川区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 令和２年９月分　東淀川区役所ほか１施設で使用する電気料金の支出について
1,300,369

東淀川区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金用繰入金の支出について（令和２年１０月分）
14,600

東淀川区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　後納郵便料金の支払について（総務課（総合企画））
10,436

東淀川区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　後納郵便料金の支払について（総務課（総合企画））
938

東淀川区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　東淀川区役所及び同出張所宿直用寝具の賃貸借に係る経費の支出について（９月分）
22,000

東淀川区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東淀川区役所ケーブルテレビ回線利用料に係る経費の支出について（９月分）
733

東淀川区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 小口支払基金用繰入金の支出について（令和２年１０月分）
4,439

東淀川区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年９月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課外７件）
70,994

東淀川区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス使用料の支出について（令和2年９月分）
4,895

東淀川区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遠隔手話・外国語通訳支援事業用　タブレット型端末借入の支払いについて（９月分）
16,288

東淀川区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和２年９月分　市内出張交通費の支出について（総務課（総合企画））
880

東淀川区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料の支出について（令和２年７月～令和２年９月）
13,200

東淀川区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度 新聞未購読世帯への東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」配付業務委託（令和２年４月号～令和３年３月号）（概算契約）に係る経費の支払について（10月号分
249,598

東淀川区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東淀川区役所無線LAN回線利用料に係る経費の支出について（９月分）
15,400

東淀川区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区政会議運営事務事業　令和２年度東淀川区区政会議交通費第２四半期（７～９月実施）の経費の支払いについて
420

東淀川区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
1,038

東淀川区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
8,050

東淀川区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分　東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
3,488

東淀川区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区政会議運営事務事業　令和２年度東淀川区区政会議交通費第２四半期（７～９月実施）の経費の支払いについて
420

東淀川区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和２年９月分市内出張交通費の支出について（総務）
4,680

東淀川区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話料金の支出について（令和２年１０月請求分）
7,770

東淀川区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話料金の支出について（令和２年10月請求分）
29,704

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金令和２年10月支払資金の支出について
150,000

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金令和２年10月支払資金の支出について
10,000

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料の支出について（令和２年８月分）
112,583

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料の支出について（令和２年８月分）
3,640

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料の支出について（令和２年８月分）
64,324

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料の支出について（令和２年８月分）
129,211

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月14日分）
100

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料の支出について（令和２年８月分）
691,918

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 令和2年9月分国民健康保険葬祭費の支出について
1,300,000

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 令和2年9月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
485,440

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料の支出について（令和２年８月分）
48,547

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料の支出について（令和２年８月分）
199,341

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料の支出について（令和２年８月分）
96,457

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託にかかる委託料の支出について（令和２年７月分）
826,029

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託にかかる委託料の支出について（令和２年７月分）
8,198,094

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 令和２年８月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課　保険年金）
17,851

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（令和２年９月受付分）
276,432



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報

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

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 学校案内冊子（東淀川区役所）印刷費の支出について
376,200

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課住民情報（事務用）　ドラム/トナーカートリッジの購入経費の支出について
224,400

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（令和２年９月受付分）
222,428

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（８月分）
775,390

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（８月分）
1,550,780

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月12日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（８月分）
387,695

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（令和２年９月受付分）
342,389

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（令和２年９月受付分）
533,943

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所窓口以外での証明書取次サービスにおける証明書発行用システム機器長期借入に係る経費の支出について（令和2年9月分）
5,453

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（令和２年９月受付分）
645,635

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払い（令和２年９月受付分）
384,287

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
25,359

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
1,212

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
163,345

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
87,974

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
48,058

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
841,979

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
138,460

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
33,721

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
83,310

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる料金受取人払（後納）の支出について（令和２年９月分）
99,297

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託にかかる委託料の支出について（令和２年８月分）
1,554,669

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託にかかる委託料の支出について（令和２年８月分）
8,198,094

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（令和２年９月受付分）
187,379

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる令和２年９月分後納郵便料金の支出について
16,044

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 証明書発行システム機器保守及び消耗品供給業務にかかる支出について（令和2年9月分）
709

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる料金受取人払（後納）の支出について（令和２年９月分）
6,708

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる令和２年９月分後納郵便料金の支出について
76,626

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 郵便局証明書取次サービスにかかる通信運搬費（メンバーズネット加入契約）の支出について（令和2年9月分）
1,322

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 郵便局証明書取次サービスにかかる通信運搬費の支出について（令和2年9月分）
3,885

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料（電気料金）の支出について（令和2年9月分）
1,152

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料の支出について（令和2年9月分）
17,424

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料（郵送料金）の支出について（令和2年8月取扱分）
710

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金担当）スティックのり外４点の購入経費の支出について
19,140

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（９月分）
1,033,853

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる令和２年９月分後納郵便料金の支出について
10,862

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金担当）スティックのり外４点の購入経費の支出について
7,594

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（９月分）
2,067,706

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 令和２年８月分市内出張交通費の支出について（窓口サービス課（保険年金））
650

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 令和２年９月分市内出張交通費の支出について（窓口サービス課（保険年金））
1,620

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金担当）スティックのり外４点の購入経費の支出について
10,230

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 令和２年１０月分国民健康保険療養費（一般）の支出について
646,374

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 令和2年10月分国民健康保険葬祭費の支出について
600,000

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 令和2年10月分高額療養費の支出について
12,483

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 令和2年10月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
420,000

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金担当）スティックのり外４点の購入経費の支出について
9,240

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（９月分）
516,927
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東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　手数料 生活保護費出金の際に生じる手数料（10月分）の支出について（出張所）
3,300

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費（その他）・定例生活扶助）及び住宅扶助費（定例住宅扶助・契約更新料）にかかる経費の支出について
85,397

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費（その他）・定例生活扶助）及び住宅扶助費（定例住宅扶助・契約更新料）にかかる経費の支出について
53,106

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）にかかる経費の支出について
159,490

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 大阪市立豊里第１保育所外２保育所における消耗品費(特別保育分)令和２年10月分の支出について
30,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立豊里第１保育所外４保育所における消耗品費(通常保育分)令和２年10月分の支出について
150,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 東淀川区４・５歳児就学前子育て支援事業にかかる市内出張旅費の支出について（令和２年８月分）
420

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業にかかる市内出張旅費の支出について（令和２年８月分）保健
3,570

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和２年７月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
2,440

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
635,285

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人の葬祭委託にかかる経費の支出について
187,443

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 令和２年７月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
1,300

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 令和２年７月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
3,740

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 令和2年8月分　生活保護業務事務用コピー機にかかる消耗品費の支出について（保健福祉課（生活支援））
27,660

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(オムツ代)にかかる支出について
230,964

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持費）にかかる経費の支出について
44,770

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(教材費)にかかる経費の支出について
14,290

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（その他介護扶助）の支出について
3,920

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
12,230

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料・検診料・医療移送（電車）・その他医療扶助)にかかる経費の支出について
231,270

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
487,761

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業にかかる市内出張旅費の支出について（令和２年８月分）保健
1,670

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(おむつ代)にかかる経費の支出について
393,231

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の経費の支出について
21,360

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 令和２年８月分コピー機にかかる消耗品費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
15,390

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（引越し移送費・家財処分料）にかかる経費の支出について
331,100

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持費）にかかる経費の支出について
21,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（その他介護扶助）にかかる経費の支出について
5,986

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
483,151

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について（８・９月分）
14,114

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費（その他））にかかる経費の支出について
6,080

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
3,113

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
2,970

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）にかかる経費の支出について
32,950

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
151,688

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(オムツ代)にかかる支出について
201,280

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（その他介護扶助）の支出について
15,201

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
2,870

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 乳幼児発達相談体制の強化事業にかかる市内出張旅費の支出について（令和２年８月分）
1,040

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
7,346

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
35,298

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
22,260

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
157,940

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
1,200

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(オムツ代)にかかる支出について
188,491

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送・家財処分）の支出について
220,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる支出について
33,290
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東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
39,273

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
6,560

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
58,074

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
518,610

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
20,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
20,920

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
243,511

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の経費の支出について
58,018

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(オムツ代)にかかる支出について
136,993

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(おむつ代)にかかる経費の支出について
731,285

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
40,829

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）保健福祉
1,311

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）保健福祉
5,760

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）保健福祉
6,800

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代・その他生活扶助）にかかる経費の支出について
91,004

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（敷金等・その他住宅扶助）にかかる経費の支出について
144,536

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）にかかる経費の支出について
54,640

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
681,777

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）保健福祉
4,200

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 民間事業者を活用した課外学習事業における瑞光中学校コンクリート修繕に係る経費の支出について
388,520

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 備品購入費　庁用器具費 シュレッダの購入にかかる経費の支出について
191,400

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）保健企画
2,178

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）保健企画
13,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 令和２年度　東淀川区成人の日記念のつどいに係る開催案内ポスター印刷業務について
9,350

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）保健企画
300

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
16,854

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
149,566

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
196,736

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（引越し移送費・家財処分料）にかかる経費の支出について
264,900

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持費）にかかる経費の支出について
29,700

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
28,290

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
1,609,742

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）保健企画
756

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）保健企画
840

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）保健企画
281

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用　ラミネートフィルム外４６点の購入に係る経費の支出について
4,463

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用　ラミネートフィルム外４６点の購入に係る経費の支出について
58,482

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用　ラミネートフィルム外４６点の購入に係る経費の支出について
7,430

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
115,050

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用　ラミネートフィルム外４６点の購入に係る経費の支出について
13,570

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料・医療移送（タクシー）・その他医療扶助)にかかる経費の支出について
238,830

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用　ラミネートフィルム外４６点の購入に係る経費の支出について
2,981

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用　ラミネートフィルム外４６点の購入に係る経費の支出について
10,251

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用　ラミネートフィルム外４６点の購入に係る経費の支出について
6,980

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 令和２年度なにわっ子すくすくスタート事業「子育て情報GOGOみのりちゃん」の発行に係る印刷製本費の支出について
23,100

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送・家財処分）の支出について
264,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(オムツ代)にかかる支出について
226,076
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東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(おむつ代)にかかる経費の支出について
687,231

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（その他介護扶助）の支出について
36,766

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
15,340

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる支出について
49,720

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度東淀川区中学生勉強会事業にかかる施設使用料の支出について（令和２年８月分）
4,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(オムツ代)にかかる支出について
13,568

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代・定例生活扶助）及び住宅扶助費（定例住宅扶助）にかかる経費の支出について
71,761

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代・定例生活扶助）及び住宅扶助費（定例住宅扶助）にかかる経費の支出について
4,102

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
208,552

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
91,880

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
4,800

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）にかかる経費の支出について
40,210

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
220,970

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
149,800

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（引越し移送費・家財処分料・妊娠検査料）にかかる経費の支出について
337,580

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
1,192,630

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 助産師による専門的相談事業（９月分）にかかる報償金の支出について
44,840

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
275,897

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
48,534

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
52,267

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
48,534

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
70,818

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
18,345

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
117,202

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
14,231

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
35,130

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
712,527

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による令和2年11月分扶助費の支出について
30,500,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による令和2年11月分扶助費の支出について
15,500,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による令和2年11月分扶助費の支出について
500,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による令和2年11月分扶助費の支出について
1,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料・医療移送（タクシー）・その他医療扶助)にかかる経費の支出について
126,342

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）にかかる経費の支出について
131,140

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（その他出産扶助）にかかる経費の支出について
4,605

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による令和2年11月分扶助費の支出について
1,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（高等学校等就学費）にかかる経費の支出について
63,600

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業用医師報償金の支出について（令和２年９月分）
99,600

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度児童手当・特例給付の未支払いに係る手当の支出について
30,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 １歳６か月児健診（９月分）にかかる報償金の支出について
162,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室（９月分）にかかる報償金の支出について
7,440

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診（９月分）にかかる報償金の支出について
274,700

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科検診（９月分）にかかる報償金の支出について
31,200

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３か月児健診（９月分）にかかる報償金の支出について
99,600

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期分の支出について
1,812,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

父子福祉貸付金 貸付金　貸付金 父子福祉資金（修学資金等）第３四半期分の支出について
213,348

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉資金（生活資金）第３四半期分の支出について
90,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度子育て支援室スーパーバイザー配置に係る報償金の支出について（９月分）
13,380
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東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センターに係る携帯電話の通話料の支出について（令和２年９月分）保健企画
35,354

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センターに係る携帯電話の通話料の支出について（９月分）
7,152

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務にかかる携帯電話の通話料の支出について（令和2年9月分）
9,477

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(おむつ代)にかかる経費の支出について
173,225

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
18,390

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
176,238

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の経費の支出について
30,629

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度「こどもの居場所」運営支援事業に係る委託料の支出について（７月分～９月分）
329,538

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
190,860

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送・家財処分）の支出について
288,400

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(オムツ代)にかかる支出について
39,190

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(オムツ代)にかかる支出について
7,042

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
67,412

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる支出について
27,780

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
6,700

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年10月分）保健福祉
3,984

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
4,248

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
1,494

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
336

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
2,100

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
2,520

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
1,926

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年10月分）保健福祉
2,584

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
4,032

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
1,092

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
48,834

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
9,584

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
3,884

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
346

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
3,746

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年10月分）保健福祉
2,520

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
3,192

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
37,030

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
18,703

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
336

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による令和２年１１月分扶助費の支出について（出張所）
4,200,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による令和２年１１月分扶助費の支出について（出張所）
2,800,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による令和２年１１月分扶助費の支出について（出張所）
70,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による令和２年１１月分扶助費の支出について（出張所）
150,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による令和２年１１月分扶助費の支出について（出張所）
200,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
18,738

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
168

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
13,270

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
94

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
1,680

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
30,910

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
2,344
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東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
4,312

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年10月分）保健福祉
830

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
1,512

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
143,426

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
5,342

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
2,708

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
840

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
84

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
5,060

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
25,546

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立豊里第１保育所外４保育所における給食費令和２年10月分の支出について
3,099,300

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
13,784

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
896

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 令和２年９月分　コピー機に係る消耗品費の支出について(介護保険)
5,334

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)令和２年９月分
38,840

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)令和２年９月分
129,562

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年10月分）保健福祉
10,030

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
1,032

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
3,866

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年10月分）保健福祉
3,400

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　保健福祉課総合相談窓口業務委託に係る委託料の支出について（9月分）
792,498

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 令和2年9月分　生活保護業務事務用コピー機にかかる消耗品費の支出について（保健福祉課（生活支援））
36,562

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代）にかかる経費の支出について
15,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送・家財処分）の支出について
336,100

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（定例住宅扶助・その他住宅扶助）にかかる経費の支出について
41,893

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(教材代)の支出について（令和２年９月分）
7,430

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）にかかる経費の支出について
147,670

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
170,951

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（院内/一般）の支出について
21,920

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和２年８、９月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
2,060

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 令和２年度　東淀川区役所保健福祉課白衣等洗濯業務（概算契約）に係る経費の支出について（９月分）
8,624

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,500

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
61,448

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
71,446

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
298,399

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
111,804

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
136,528

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
857,322

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
8,162

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
47,753

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
1,032,083

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
164,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 令和２年８、９月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
4,220

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 令和２年８、９月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
4,400

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 令和2年9月分　郵便料金の支出について（生活支援）
1,291,790

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(オムツ代)にかかる支出について
181,815

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（引越し移送費・家財処分料）にかかる経費の支出について
766,500
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東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(オムツ代)にかかる支出について
9,108

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
5,445

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（その他介護扶助）の支出について
14,700

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料・検診料・医療移送（タクシー・電車）)にかかる経費の支出について
124,980

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
21,680

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
42,012

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる支出について
36,540

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
1,124,700

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 令和２年９月分コピー機にかかる消耗品費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
18,666

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期分の支出について
243,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書作成料の支出について
4,400

東淀川区役所 地域課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域安全防犯対策事業　令和２年度　東淀川区における夜間の青色防犯パトロール業務委託（令和２年８月から令和３年３月分）経費の支出について（8月分）
144,320

東淀川区役所 地域課 令和02年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 「新型コロナウイルス感染症に係る本市施設の使用料の減免措置実施方針」に基づく東淀川区民会館使用料の過年度減免還付支出について
36,760

東淀川区役所 地域課 令和02年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
2,880

東淀川区役所 地域課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 地域安全防犯対策　東淀川区青色防犯パトロール事業用車のタイヤ交換にかかる経費の支出について
35,728

東淀川区役所 地域課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（地域課　令和２年９月分）
445

東淀川区役所 地域課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（地域課　令和２年９月分）
440

東淀川区役所 地域課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（地域課　令和２年９月分）
1,078

東淀川区役所 地域課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（地域課　令和２年９月分）
21,000

東淀川区役所 地域課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（地域課　令和２年９月分）
5,140

東淀川区役所 地域課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（地域課　令和２年９月分）
5,764

東淀川区役所 地域課 令和02年10月21日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
2,640

東淀川区役所 地域課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分（地域課）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
3,444

東淀川区役所 地域課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分（地域課）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
3,334

東淀川区役所 地域課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災力向上事業　防災用タブレット使用料の支出について（９月分）
8,144

東淀川区役所 地域課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分（地域課）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
3,504

東淀川区役所 地域課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分（地域課）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
840

東淀川区役所 地域課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策事業　携帯電話料金の支出について（９月分）
8,817

東淀川区役所 地域課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分（地域課）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
9,804

東淀川区役所 地域課 令和02年10月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 「新型コロナウイルス感染症に係る本市施設の使用料の減免措置実施方針」に基づく東淀川区民会館使用料（令和２年７月15日分）の過年度減免還付支出について
900

東淀川区役所 地域課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年９月分コピー機にかかる消耗品費の支出について（地域課）
18,863

東淀川区役所 地域課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 需用費　消耗品費 令和２年９月分コピー機にかかる消耗品費の支出について（地域課）
1,644

東淀川区役所 地域課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 交通安全対策事業　令和2年度　阪急上新庄駅周辺自転車利用適正化業務委託にかかる経費の支出について（第２回）
820,682

東淀川区役所 地域課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 交通安全対策事業　令和２年度　淡路駅周辺自転車利用適正化業務委託にかかる契約の締結について（９月分）
210,530

東淀川区役所 地域課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東淀川区西部地域バリアフリーまちづくり協議会第４回部会（令和２年10月12日）開催に伴う学識経験者の報償金の支出について
17,100

東淀川区役所 地域課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　特殊詐欺被害防止に係る啓発ステッカー購入経費の支出について
49,500

東淀川区役所 地域課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災力向上事業　ＩＰ無線機の使用料の支出について（９月分）
41,580

東淀川区役所 地域課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域安全防犯対策事業　令和２年度　東淀川区における夜間の青色防犯パトロール業務委託（令和２年８月から令和３年３月分）経費の支出について（９月分）
279,840

東淀川区役所 地域課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 工事請負費　改修工事費 コミュニティ育成事業用　豊里会館ブロック塀改修工事経費の支出について
680,438

東成区役所 総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度東成区広報紙「ひがしなりだより」編集業務にかかる経費の支出について（10月号分）
108,350

東成区役所 総務課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東成区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（令和２年８月分）
733

東成区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東成区役所誘導灯バッテリー交換及び誘導灯本体取替の経費の支出について
115,500

東成区役所 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 東成区災害対策用職員住宅にかかる電話料金の支出について（９月分）
2,752

東成区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年１０月１９日～２３日支払い分）
600,000

東成区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度東成区役所外１箇所から排出する産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（８月分）
37,817

東成区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
11,906

東成区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン等機器（東成区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
64,405
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東成区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（東成区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
163,291

東成区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度庁内情報利用パソコン等機器（東成区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
460,600

東成区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（東成区役所）一式　長期借入経費の支出について（９月分）
11,067

東成区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（東成区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
3,072

東成区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東成区広報紙「ひがしなりだより」（令和2年5月号～令和3年4月号）概算印刷にかかる経費の支出について（１０月号分）
350,900

東成区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画担当用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
2,140

東成区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画担当用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
3,276

東成区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画担当用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
99

東成区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報業務にかかるタブレット端末の導入及び通信契約にかかる経費の支出について（８月分）
5,040

東成区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 東成区災害対策用職員住宅にかかる賃借料等の支出について(令和２年11月分)
115,000

東成区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課用市内出張交通費の支出について（９月分）
9,048

東成区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務・統計用後納郵便料の支出について（９月分）
682

東成区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度東成区広報紙「ひがしなりだより」点字版製作・配送業務にかかる経費の支出について（10月号分）
40,896

東成区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型東成区広報紙「ひがしなりだより」配布業務（中道地域）にかかる経費の支出について（10月号分）
41,800

東成区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型東成区広報紙「ひがしなりだより」配布業務（東小橋地域）にかかる経費の支出について（10月号分）
32,395

東成区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型東成区広報紙「ひがしなりだより」配布業務（中本地域）にかかる経費の支出について（10月号分）
35,530

東成区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型東成区広報紙「ひがしなりだより」配布業務（北中道地域）にかかる経費の支出について（10月号分）
54,964

東成区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度宿日直用寝具等の借入及び同経費の支出について（９月分）
11,550

東成区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務・統計用後納郵便料の支出について（９月分）
1,020

東成区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口案内業務従事者派遣（長期継続）にかかる委託料の支出について（９月分）
501,552

東成区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
3,496

東成区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
4,452

東成区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
2,668

東成区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用コピー料金の支出について（令和２年９月分）
30,945

東成区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度東成区役所外１箇所から排出する一般廃棄物収集運搬業務（概算契約）にかかる経費の支出について（９月分）
7,444

東成区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 住民投票事務用コピー料金の支出について（令和２年９月分）
3,405

東成区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報関連証明発行システム回線使用料の支出について（令和２年９月分）
3,885

東成区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所電話料金の支出について（令和２年９月分）
16,508

東成区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度ひがしなり企業区民連携フォーラム構築事業業務委託にかかる経費の支出について（第２四半期）
1,736,020

東成区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区保健福祉センター分館庁舎機械警備業務委託長期継続経費の支出について（9月分)
11,000

東成区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所庁舎外１箇所庁舎清掃業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
480,947

東成区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東成区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（令和２年９月分）
733

東成区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）電気料金の支出について（令和２年９月分）
115,788

東成区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所電気料金の支出について（令和２年９月分）
855,402

東成区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型東成区広報紙「ひがしなりだより」配布業務（今里地域）にかかる経費の支出について（10月分）
31,350

東成区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型東成区広報紙「ひがしなりだより」配布業務（深江地域）にかかる経費の支出について（10月号分）
39,710

東成区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型東成区広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（大成・東中本・神路・片江・宝栄地域）にかかる経費の支出について（10月分）
307,417

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（10月分）資金前渡　一般
100,000

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（10月分）①
96,439

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東成区役所住民情報業務等委託長期継続契約経費の支出について（8月分）
998,404

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所住民情報業務等委託長期継続契約経費の支出について（8月分）
3,249,648

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（10月分）②
201,209

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（10月分）③
82,322

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
12,600

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）用コピー料金の支出について（9月分）
1,170

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）用コピー料金の支出について（9月分）
8,190

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）用コピー料金の支出について（9月分）
1,989
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東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月22日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）用コピー料金の支出について（9月分）
351

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険９月分）
11,955

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険９月分）
13,355

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理９月分）
15,828

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険９月分）
65,758

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険９月分）
15,826

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理９月分）
31,927

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理９月分）
396,612

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険９月分）
16,403

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（10月分）④
298,959

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険９月分）
20,526

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険９月分）
49,948

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険９月分）
26,598

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
9,098

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
68,606

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
35,154

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー機利用料金の支出について（９月分）
30,588

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（令和２年１０月支払分）
292,506

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（令和２年１０月支払分）
200,000

東成区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（令和２年１０月支払分）
420,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代・移送費（引越代）・妊娠検査料の支出について（１０月分）
354,725

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による分娩費用の支出について（１０月分）
46,740

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について（１０月分）
222,620

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（東小橋保育所特別保育用　令和２年10月分）
10,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（東小橋保育所　令和２年10月分）
30,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見人等報酬助成金の支出について
216,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（１０月分）
55,240

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ４・５歳児発達相談従事者への報償金の支出について（６・８月分）
49,800

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（１０月分）
12,210

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代の支出について（１０月分）
137,145

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について（１８名分）
36,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（車いす用レインコート　９月分）
10,500

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（頭部保護帽　９月分）
8,650

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（ストマ９月分９回目）
15,820

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料、治療材料（装具・眼鏡代）の支出について（１０月分）
188,507

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について（１０月分）
228,440

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品の購入経費の支出について（第２回）
20,059

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品の購入経費の支出について（第２回）
36,168

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品の購入経費の支出について（第２回）
94,557

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代の支出について（１０月分）
135,074

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品の購入経費の支出について（第２回）
6,151

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品の購入経費の支出について（第２回）
15,919

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品の購入経費の支出について（第２回）
32,247

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立診断書料の支出について
5,500

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（１０月支払８回目）
86,900

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（１０月支払６回目）
23,320

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（１０月支払７回目）
234,472
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東成区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（１０月支払４回目）
220,946

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（１０月支払３回目）
19,080

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（１０月支払１回目）
2,200

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（１０月支払５回目）
42,978

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（１０月支払２回目）
82,878

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代・移送費の支出について（１０月分）
111,339

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料・治療材料（眼鏡代）の支出について（１０月分）
74,030

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神障がい者地域生活支援広域調整等事業従事者への報償金の支出について（第２四半期）
9,160

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員にかかる活動費の支出について（第１四半期分）
5,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（ストマ９月分１０回目）
13,750

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（ストマ９月分１１回目）
18,630

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（ストマ９月分１２回目）
37,560

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について（１０月分）
708,660

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談報償金の支出について（令和2年9月18日実施分）
31,200

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見人等報酬助成金の支出について
126,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入にかかる費用の支出について（１０月分）
1,980

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入にかかる費用の支出について（１０月分）
3,410

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具にかかる費用の支出について（１０月分）
1,815

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について（１名分）
2,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見人等報酬助成金の支出について
54,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代の支出について（１０月分）
174,734

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代の支出について（１０月分）
145,590

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（１０月分）
13,700

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和2年度　ペアレント・トレーニング講座にかかる講師謝礼の支払いについて（9月29日実施分）
15,200

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（８月分）
310

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年度地域における子育て家庭の見守りネットワークの機能強化事業にかかる児童虐待講演会教本の買入における口座振替不能による再支出について
129,630

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（８月分）
1,400

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（８月分）
360

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（８月分）
510

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（８月分）
1,430

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について（１０月分）
228,556

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について（５６名分）
511,204

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入にかかる費用の支出について（１０月分）
2,915

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（眼鏡代）の支出について（１０月分）
79,080

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（１０月分）
39,050

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について（１０月分）
230,400

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について（１０月分）
488,460

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ）従事医師への報償金の支出について（９月分）
49,800

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度地域における子育て家庭の見守りネットワークの機能強化事業にかかる児童虐待講演会講師報償金の支出について(９月分)
47,440

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）用市内出張交通費の支出について（９月分）
460

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
94

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 保健福祉課（保健福祉）用市内出張交通費の支出について（９月分）
340

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）用市内出張交通費の支出について（９月分）
560

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）用市内出張交通費の支出について（９月分）
360

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
24,210

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
41,900

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）用市内出張交通費の支出について（９月分）
814
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東成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
4,298

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
206

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 保健福祉課（保健福祉）用市内出張交通費の支出について（９月分）
440

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
16,638

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代・移送費の支出について（１０月分）
129,425

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について（５２名分）
553,108

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入にかかる費用の支出について（１０月分）
2,970

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）用市内出張交通費の支出について（９月分）
320

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
65,213

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
8,184

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
2,776

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
483

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
864

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（１０月支払１７回目）
219,314

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（１０月支払９回目）
15,582

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（１０月支払１０回目）
28,062

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（１０月支払１１回目）
58,074

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（１０月支払１２回目）
33,953

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（１０月支払１４回目）
52,292

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（１０月支払１５回目）
26,553

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（１０月支払１６回目）
7,526

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（１０月支払１３回目）
6,560

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（ストマ９月分１３回目）
24,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（ストマ９月分１４回目）
223,800

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（ストマ１０月分１回目）
8,580

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用コピー料金の支出について（９月分）
17,981

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
140

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,086

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（９月分）
66,608

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（９月分）
8,271

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（９月分）
77,882

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（９月分）
537

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（９月分）
273,345

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（９月分）
6,981

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用新規追給払い分扶助費の支出について（１１月分）
10,500,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用新規追給払い分扶助費の支出について（１１月分）
6,500,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用新規追給払い分扶助費の支出について（１１月分）
250,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（１０月分）
11,644

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用新規追給払い分扶助費の支出について（１１月分）
400,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
15,372

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
84

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
84

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
84

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
84

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
522

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
5,110

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
2,838
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東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
9,982

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
84

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
6,384

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,428

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
28,214

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,344

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
2,772

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
5,890

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
11,024

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
5,148

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所給間食材料代の支出について（令和２年10月分）
609,150

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
860

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（ストマ１０月分３回目）
158,458

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（視覚障がい者用音声式時計他　１０月分）
41,300

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（ストマ１０月分２回目）
270,440

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,803

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,870

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（児童・保健）事業用コピー料金の支出について（９月分）
921

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
605

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事業用コピー料金の支出について（９月分）
9,953

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
19,740

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
500

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代の支出について（１０月分）
131,920

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料・治療材料（装具代）の支出について（１０月分）
63,693

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について（１０月分）
2,160

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について（１０月分）
1,371,305

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,680

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（児童・保健）事業用コピー料金の支出について（９月分）
4,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課（児童・保健）事業用コピー料金の支出について（９月分）
4,733

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（児童・保健）事業用コピー料金の支出について（９月分）
20,818

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
655

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事業用コピー料金の支出について（９月分）
5,973

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事業用コピー料金の支出について（９月分）
1,212

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による分娩費用の支出について（１０月分）
30,250

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度地域における子育て家庭の見守りネットワークの機能強化事業にかかる児童虐待講演会会場使用料の支出について(９月分)
2,100

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（ストマ１０月分４回目）
17,638

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（視覚障がい者用ポータブルレコーダー　１０月分）
85,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（第３四半期分）
135,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（第３四半期分）
243,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（１０月支払１８回目）
31,900

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（１０月支払１９回目）
87,450

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代・妊娠検査料の支出について（１０月分）
131,330

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について（７１名分）
582,625

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（１０月分）の支出について（２１名分）
97,190

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員にかかる活動費の支出について（第２四半期分）
6,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等従事者への報償金の支出について（９月分）
331,300
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東成区役所 市民協働課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度鶴橋駅前自転車等通行環境改善事業業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
104,292

東成区役所 市民協働課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,000

東成区役所 市民協働課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
756

東成区役所 市民協働課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「モノづくり体験」イベント企画運営業務委託にかかる公募型企画提案会出席選定委員への報償金の支出について
52,060

東成区役所 市民協働課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度　東成区住工共存まちづくり懇談会コーディネーター報償金（９月分）の支出について
13,680

東成区役所 市民協働課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 市民協働課市内出張交通経費（８月分）の支出について
460

東成区役所 市民協働課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課市内出張交通経費（８月分）の支出について
884

東成区役所 市民協働課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課市内出張交通経費（８月分）の支出について
1,264

東成区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課用コピー料金の支出について（９月分）
21,150

東成区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 避難所用アルミマットほか１点（東成区役所）買入にかかる経費の支出について
231,000

東成区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ひがしなり防災情報（LINE公式アカウント）月額ライトプラン９月分経費の支出について
5,500

東成区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料（９月分）の支出について
84

東成区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料（９月分）の支出について
84

東成区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料（９月分）の支出について
1,070

東成区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料（９月分）の支出について
588

東成区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料（９月分）の支出について
1,008

東成区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料（９月分）の支出について
10,226

東成区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館条例第１４条第１項各号による既納使用料の還付用資金（過年度用）令和２年１１月分の支出について
468,000

東成区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度「小学校へのJICA青年海外協力隊隊員の派遣」にかかる交通費の支出について（９月分）
7,360

東成区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　東成区地域公園協働パートナー事業業務委託（玉津南公園）にかかる経費の支出について（上半期）
71,500

生野区役所 企画総務課 令和02年10月01日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 住民投票にかかる不在者投票用レターパック購入経費の支出について
62,400

生野区役所 企画総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　生野区役所産業廃棄物収集運搬・処理業務委託経費の支出について（令和２年８月分）
51,425

生野区役所 企画総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所お客様エスコートサービス事業フロアマネージャー派遣（労働者派遣）経費の支出について（令和２年８月分）
901,291

生野区役所 企画総務課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（9月分②）
7,058

生野区役所 企画総務課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（9月分②）
320

生野区役所 企画総務課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度生野区役所自動扉保守点検業務委託経費の支出について（令和2年4月～9月分）
142,560

生野区役所 企画総務課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区広報紙「広報いくの」全戸配布業務委託経費の支出について（令和2年9月号分）
468,948

生野区役所 企画総務課 令和02年10月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　食糧費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（9月分②）
19,560

生野区役所 企画総務課 令和02年10月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（9月分②）
414

生野区役所 企画総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用ワイヤレスマイク　買入経費の支出について
88,000

生野区役所 企画総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年10月19日～10月23日支払い分）
1,600,000

生野区役所 企画総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（9月分③）
18,150

生野区役所 企画総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（9月分③）
420

生野区役所 企画総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用電話機買入経費の支出について
109,076

生野区役所 企画総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用生野区広報紙点字版製作業務委託経費の支出について（令和２年１０月号分）
96,030

生野区役所 企画総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度庁内情報利用デスクトップパソコン等機器（生野区役所）一式長期借入（再リース）経費の支出について（令和２年９月分）
6,655

生野区役所 企画総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和2年度点字プリンタ等借入経費の支出について（令和２年９月分）
4,565

生野区役所 企画総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 高速プリンター（生野区役所）（その２）長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
29,260

生野区役所 企画総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
251,984

生野区役所 企画総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度導入LGWAN接続系利用パソコン等機器一式（生野区役所）長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
33,200

生野区役所 企画総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（生野区役所）一式長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
49,771

生野区役所 企画総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（生野区役所）一式長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
674,947

生野区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジほか３点　買入経費の支出について（８月実施）
62,799

生野区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用カラーボードほか８４点　買入経費の支出について（８月実施）
47,498

生野区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用カラーボードほか８４点　買入経費の支出について（８月実施）
22,374

生野区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用カラーボードほか８４点　買入経費の支出について（８月実施）
11,110

生野区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用カラーボードほか８４点　買入経費の支出について（８月実施）
29,942
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生野区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用カラーボードほか８４点　買入経費の支出について（８月実施）
29,612

生野区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジほか３点　買入経費の支出について（８月実施）
6,820

生野区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジほか３点　買入経費の支出について（８月実施）
6,820

生野区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用カラーボードほか８４点　買入経費の支出について（８月実施）
3,278

生野区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用カラーボードほか８４点　買入経費の支出について（８月実施）
8,272

生野区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用カラーボードほか８４点　買入経費の支出について（８月実施）
3,520

生野区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用カラーボードほか８４点　買入経費の支出について（８月実施）
1,122

生野区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市生野区役所庁舎清掃業務委託経費の支出について（令和2年9月分）
591,041

生野区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用カラーボードほか８４点　買入経費の支出について（８月実施）
7,546

生野区役所 企画総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（10月分①）
28,526

生野区役所 企画総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（10月分①）
168

生野区役所 企画総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用生野区広報紙印刷経費の支出について（令和２年１０月号分）
699,006

生野区役所 企画総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業にかかる生野区広報紙企画編集業務委託経費の支出について（令和2年10月号分）
172,000

生野区役所 企画総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和2年度生野区役所ケーブルテレビ利用料の支出について（令和2年9月分）
1,779

生野区役所 企画総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 企画総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（９月分）
1,092

生野区役所 企画総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 企画総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（９月分）
5,712

生野区役所 企画総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 企画総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（９月分）
5,604

生野区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジほか５点　買入経費の支出について（９月実施）
18,482

生野区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジほか５点　買入経費の支出について（９月実施）
60,003

生野区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジほか５点　買入経費の支出について（９月実施）
133,507

生野区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 生野区役所庁舎にかかる電気料金（令和２年９月分）の支出について
1,518,756

生野区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持用下水道使用料の支出について（令和2年9月分）
221,050

生野区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（９月分）
2,491

生野区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（９月分）
2,424

生野区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市生野区役所庁舎機械警備業務委託経費の支出について（令和2年9月分）
30,690

生野区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度生野区役所宿日直用寝具借入の実施経費の支出について（令和2年9月分）
11,550

生野区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票にかかるティーバッグアソート（50バッグ入）ほか１３点　買入経費の支出について
118,058

生野区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票にかかるフロアスタンドほか４点　買入経費の支出について
429,803

生野区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 新型コロナウイルス感染症対策用モバイルルーター借入経費の支出について（９月分）
5,768

生野区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　生野区役所庁舎から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（令和２年９月分）
25,546

生野区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 選挙事務用コピー料金の支出について（９月分）
579

生野区役所 企画総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　生野区役所産業廃棄物収集運搬・処理業務委託経費の支出について（令和２年９月分）
67,925

生野区役所 企画総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課事務用コピー料金の支出について（9月分）
36,047

生野区役所 企画総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所お客様エスコートサービス事業フロアマネージャー派遣（労働者派遣）経費の支出について（令和２年９月分）
901,290

生野区役所 企画総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（10月分②）
21,114

生野区役所 企画総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（10月分②）
13,076

生野区役所 企画総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区広報紙「広報いくの」全戸配布業務委託経費の支出について（令和2年10月号分）
469,357

生野区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市災害対策用職員住宅貸与に係る不動産賃貸料の支出について（令和２年11月分）
172,000

生野区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 生野区役所庁舎１階多目的便所修繕実施経費の支出について
235,400

生野区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所ひかり電話オフィス等使用料の支出について（９月分）
16,502

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金　令和２年10月分支払資金（一般）の支出について　　　　　　　令和２年10月１日支払分
100,000

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国保保険料還付金　令和２年10月分支払資金（退職者医療）の支出について　　　　　　令和２年10月１日支払分
5,000

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料還付金加算金の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年１０月５日支払分
8,200

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・一般）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年１０月５日支払分
4,239,420

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分住民情報担当分）
19,756

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市生野区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）経費の支出について（令和２年８月分）
950,617

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市生野区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）経費の支出について（令和２年８月分）
4,476,728
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生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和２年８月分窓口サービス課（住民情報）市内出張旅費の支出について
486

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分住民情報担当分）
10,400

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
20,776

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
77,842

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（外国籍住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
644

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（就学担当）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
29,910

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー料金の支出について（令和２年９月分）
27,682

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業にかかる療養費の支出について（一般・１０月分）
859,803

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について（受付番号　７６～８４　９件）
450,000

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について（受付番号　３４～４０　７件）
2,242,440

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所（市民局証明書発行システム）にかかる通信料金の支出について（令和２年９月利用分）
3,885

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
7,788

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー料金の支出について（９月分）
18,272

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
9,068

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
26,254

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
146,004

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
71,321

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
673,819

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金：管理）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
59,664

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料還付金加算金の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年１０月３０日支払分
1,100

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・一般）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年１０月３０日支払分
2,283,317

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
91,094

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
106,611

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金：保険）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
32,394

生野区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
79,798

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
25,740

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
25,660

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
25,010

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（その他医療扶助（自立支援医療手続協力料））の支出について
1,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 特別保育　市立保育所消耗品費事業資金の支出について（令和２年１０月分）
10,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 通常保育　市立保育所消耗品事業資金の支出について（令和２年１０月分）
60,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健）事務用コピー料金の支出について（８月分）
15,339

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　コピー料金の支出について（８月分）
2,107

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　コピー料金の支出について（８月分）
1,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　コピー料金の支出について（８月分）
2,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　コピー料金の支出について（８月分）
750

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　コピー料金の支出について（８月分）
750

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,162

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
48,534

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,950

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
194,128

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
23,108

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,750

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　コピー料金の支出について（８月分）
1,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
34,532

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
22,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
72,050
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生野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
44,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
11,522

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
12,500

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　コピー料金の支出について（８月分）
5,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　コピー料金の支出について（８月分）
6,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　コピー料金の支出について（８月分）
3,500

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（８月分）
1,242

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（８月分）
2,720

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（８月分）
1,491

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長申立に関する診断書作成経費の支出について
5,500

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長申立に関する診断書作成経費の支出について
5,500

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
64,362

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
137,975

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
113,898

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
16,044

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
1,184,380

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
231,430

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について　令和２年１０月５日支払い（４か月分）
40,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長申立に関する診断書作成経費の支出について
5,500

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高齢者福祉月間事業用記念品に係る買入経費の支出について
68,200

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 いくの子育て応援事業　生野区まちぐるみ子育て宣言用　ポスター印刷請負経費の支出について
21,945

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
12,362

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
59,790

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
200,160

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
5,390

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
154,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,400

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
56,400

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
143,810

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
57,578

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（その他医療扶助（自立支援医療手続協力料））の支出について
1,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
30,870

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
181,099

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
144,055

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
35,100

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
464,290

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康情報発信事業等用クリアホルダー買入経費の支出について
174,900

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
178,838

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
92,400

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
97,900

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
18,535

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
5,800

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
20,900

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
20,300

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
28,240

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
15,400

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
245,350
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生野区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
20,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
103,500

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
194,400

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,617

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
106,700

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 企画総務課小口支払基金繰入金の支出について(保健福祉課（生活支援担当）令和2年9月分）
3,950

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 企画総務課小口支払基金繰入金の支出について(保健福祉課（生活支援担当）令和2年9月分）
6,050

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
399,258

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
118,819

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
17,590

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
21,084

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 生野区地域自立支援協議会に係るガイドヘルパー派遣費用の支出について（令和２年度９月分）
9,400

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
16,540

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
14,590

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
17,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
216,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
234,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
36,103

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
26,680

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
53,400

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
110,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
12,870

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
176,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
157,250

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
1,246,960

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
309,818

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
20,275

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
6,050

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
62,332

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
77,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
20,800

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
86,900

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
19,400

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
29,630

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
103,499

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
247,350

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
156,615

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
88,457

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
917,436

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
47,753

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
17,195

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
21,873

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
1,012,248

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
7,700

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
22,390
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生野区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
992,110

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
550

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
165,844

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
356,550

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
46,960

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
16,500

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 令和２年度　第１回コホート検討会にかかる報償金の支出について
11,360

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 令和２年度ＢＣＧ予防接種報償金の支払いについて（９月分）
49,800

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長申立に関する診断書作成経費の支出について
5,500

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,965

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
322,252

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
229,680

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
58,851

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）市内出張旅費の支出について（令和２年７～９月分）
1,420

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,600

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健福祉課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
10,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,510

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 保健福祉課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,400

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,040

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
139,116

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（令和2年9月分）
1,910

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（令和2年8・9月分）
20,730

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
26,200

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
29,900

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
26,169

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
32,400

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
17,385

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
30,800

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
14,680

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
682,380

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,892

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
11,440

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
987

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉事業に係る令和2年度母子父子寡婦福祉貸付金の支出について（第3四半期分）
348,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）市内出張旅費の支出について（令和２年７～９月分）
1,690

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
10,176

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,079

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
11,060

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
66,600

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
3,700

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
55,018

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（診察検査料）の支出について
3,684

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
268,350

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
121,220

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
297,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
5,962

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
22,590
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生野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
259,880

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 身体障がい者・知的障がい者相談員事業にかかる報償金の支出について（上半期分）
114,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
199,329

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
660,674

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
17,445

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
170,202

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
241,164

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）生活支援適正化担当業務用ＰＨＳサービス使用料の支出について（９月分）
3,088

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる１１月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
26,000,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる１１月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
16,000,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（令和2年9月分）
2,460

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる１１月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
400,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる１１月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
4,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
8,954

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる１１月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
1,000,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
225,351

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
518,514

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
18,378

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
19,970

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる１１月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
1,000,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員訪問事業にかかる費用弁償の支出について（令和２年４月～９月分）
12,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 令和２年９月分乳幼児健診等用報償金の支出について
422,960

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業にかかる市立保育所賄材料費事業資金の支出について（令和２年１０月分)
946,160

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長申立に関する診断書作成経費の支出について
5,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度　発達に課題のあるこどもへの支援「いくみんすくすくクラス」の実施にかかる講師謝礼の支出について（令和２年１０月５日開催分）
30,380

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 子育て支援連絡調整事業用スマートフォン借入経費の支出について（9月分）
3,964

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
58,074

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
58,074

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,900

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
59,148

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
157,251

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,400

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,400

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２・その３）の支出について（９月分）
11,904

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２・その３）の支出について（９月分）
9,895

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２・その３）の支出について（９月分）
9,665

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
216,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
220,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
184,800

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
216,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 いくの子育て応援事業　いくのっこ広場用　イベントチラシ・ポスター印刷請負経費の支出について
45,430

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
230,407

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
178,272
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生野区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
286,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
120,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
4,400

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
1,379,770

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（令和2年9月分）
260

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
880

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
286,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉課（生活支援担当）会計年度任用職員市内出張交通費の支出について（令和2年9月分）
2,040

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（令和2年9月分）
800

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（令和2年9月分）
1,200

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
349,450

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
88,200

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
99,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
38,340

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（令和2年9月分）
30,292

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
33,650

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）の支出について
28,250

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
45,180

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
336

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
934

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
168

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
84

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
13,456

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
252

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
168

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
756

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
8,336

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
924

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
1,464

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
84

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
5,602

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
24,208

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
168

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（令和２年９月分）の支出について
154,014

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（令和２年９月分）の支出について
17,295

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
188

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（令和２年９月分）の支出について
661

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
14,195

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健福祉課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
520

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
83,200

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
52,824

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
18,805

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者特別料金分）の支出について
44,400
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生野区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
24,348

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
40,581

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（その他医療扶助（自立支援医療手続協力料））の支出について
550

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
236,940

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
11,103

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,754

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
110

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
84

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
672

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
272

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
8,688

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
4,022

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
21,094

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
55,274

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
924

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
1,942

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
4,200

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
41,881

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
43,989

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
63,784

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
671,026

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
47,767

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
989

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
3,348

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
27,590

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
3,550

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
23,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
77,108

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 令和２年９月分　歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について
31,200

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
168

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
644

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
30,628

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
43,949

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
1,102

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分・受取人払）
1,584

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
36,070

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
1,410

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
13,350

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
21,376

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
3,228

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
10,662

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
6,006

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
3,810

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
2,508

生野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
15,398

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課９月分②）
6,270

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課９月分②）
1,200
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生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（１０月分－４）
3,000

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（１０月分－１）
780

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（１０月分－５）
12,000

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（１０月分－３）
2,700

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（１０月分－２）
43,680

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域まちづくり課市内出張交通費の支出について（８月分）
11,071

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課９月分③）
2,860

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（１０月分－９）
13,080

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（１０月分－８）
1,200

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（１０月分－１０）
24,000

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 令和２年度大阪市スポーツ推進委員にかかる報酬の支出について（４月～９月分）
10,476

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度生きるチカラまなびサポート事業の実施にかかる報償金の支出について（田島中学校）
11,070

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度生涯学習ルーム事業における講師謝礼金の９月分支出について（勝山）
3,000

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域自主防災活動支援事業　地域防災リーダー用安全靴買入経費の支出について
393,162

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 空家等対策推進事業用　ゼンリン住宅地図ほか１点買入経費の支出について
32,560

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市生野区新たな地域コミュニティ支援事業の実施経費の支出について（第３四半期分）
3,613,000

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（１０月分－１４）
9,490

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（１０月分－１５）
8,640

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（１０月分－１２）
13,440

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 地域安全防犯カメラ設置事業用　防犯カメラ（街頭用）（生野区役所）電気料金の支出について（９月分）
6,040

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 空き家利活用事業「生野空き家シンポジウム」の実施にかかる講師謝礼金の支出について（２名分）【令和２年９月19日実施】
21,300

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課10月分①）
20,000

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区防災対策事務費　ＩＰ無線機使用料の支出について（９月分）
13,860

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立生野区民センター管理運営業務の実施経費の支出について（第3四半期分）
8,173,659

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域・子ども安全コミュニティづくり事業地域安全防犯パトロール用携帯電話料金の支出について（９月分）
11,893

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区防災対策事業用　モバイル回線通信長期契約の実施経費の支出について（9月分）
46,200

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 使用料及賃借料　使用料 生野区役所における令和2年国勢調査地域集会施設の使用料の支出について
86,850

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
3,560

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
2,940

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
5,264

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
120

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
10,698

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
4,550

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度市民協働型自転車利用適正化事業（近鉄鶴橋駅・近鉄今里駅周辺）経費の支出について（9月分）
68,640

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度市民協働型自転車利用適正化事業（地下鉄北巽駅・地下鉄南巽駅周辺）経費の支出について（9月分）
47,520

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度地域人権講座（Bブロック）開催にかかる舎利寺中央公園会館使用料の支出について
6,000

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
79,716

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 Dブロック地域人権講座の講師報酬の支出について
10,160

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度地域人権講座（Ａブロック）開催にかかる北鶴橋振興会館の使用料の支出について
4,550

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域まちづくり課事務用コピー料金の支出について（９月分）
36,564

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地域まちづくり課事務用コピー料金の支出について（９月分）
11,611

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 地域まちづくり課事務用コピー料金の支出について（９月分）
4,889

旭区役所 企画総務課 令和02年10月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課事務用　コピー代の支出について（令和２年８月分）
1,851

旭区役所 企画総務課 令和02年10月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課事務用　コピー代の支出について（令和２年８月分）
18,906

旭区役所 企画総務課 令和02年10月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課事務用　コピー代の支出について（令和２年８月分）
38,583

旭区役所 企画総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙企画編集業務所要経費の支出について（令和２年10月号）
202,400

旭区役所 企画総務課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用　旭区保健福祉センター分館用ＡＤＳＬ使用料の支出について（令和２年８月分）
4,182
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旭区役所 企画総務課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 旭区魅力発信事業用　旭区ブランド審査委員会審査委員に係る報償金の支出について（令和２年９月15日開催分）
17,840

旭区役所 企画総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分（2回目））
20,218

旭区役所 企画総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 企画総務課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分（2回目））
4,500

旭区役所 企画総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分（2回目））
84

旭区役所 企画総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 企画総務課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分（2回目））
152

旭区役所 企画総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 企画総務課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分（2回目））
1,850

旭区役所 企画総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分（2回目））
2,520

旭区役所 企画総務課 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分（2回目））
84

旭区役所 企画総務課 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 企画総務課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分（2回目））
152

旭区役所 企画総務課 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 企画総務課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分（2回目））
1,600

旭区役所 企画総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議等運営事業用　令和２年度旭区区政会議等 会議録作成業務（概算契約）の経費の支出について（第１回旭区区政会議 全体会議・各部会（令和２年８月３１日））
31,680

旭区役所 企画総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年10月19日～10月23日支払い分）
500,000

旭区役所 企画総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用　区広報紙印刷業務所要経費の支出について（令和２年10月号）【概算契約】
286,440

旭区役所 企画総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用トナーカートリッジほか３点　買入（旭区役所）にかかる経費の支出について
203,280

旭区役所 企画総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 需用費　消耗品費 区役所事務用トナーカートリッジほか３点　買入（旭区役所）にかかる経費の支出について
57,750

旭区役所 企画総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料
庁舎維持管理用　障がい者の就業訓練を目的とした大阪市旭区役所庁舎並びに旭区保健福祉センター分館清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（令和２年９
月分） 649,000

旭区役所 企画総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度旭区役所庁舎及び旭区保健福祉センター分館から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
4,030

旭区役所 企画総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度旭区役所庁舎及び旭区保健福祉センター分館から排出する産業廃棄物収集運搬・処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
8,976

旭区役所 企画総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所事務用　令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（旭区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
309,094

旭区役所 企画総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所事務用　ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（旭区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
11,067

旭区役所 企画総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所事務用　平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（旭区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
352,426

旭区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年10月分（1回目））
2,640

旭区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年10月分（1回目））
1,680

旭区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年10月分（1回目））
84

旭区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 企画総務課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年10月分（1回目））
152

旭区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 企画総務課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年10月分（1回目））
4,900

旭区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（令和２年４月号～令和２年９月号）〔古市連合振興町会〕【概算契約】
210,592

旭区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（令和２年４月号～令和２年９月号）〔太子橋連合振興町会〕【概算契約】
103,465

旭区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（令和２年４月号～令和２年９月号）〔高殿連合振興町会〕【概算契約】
202,134

旭区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙点字版製作・発送業務所要経費の支出について（令和２年10月号）【概算契約】
57,860

旭区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（令和２年４月号～令和２年９月号）〔生江連合振興町会〕【概算契約】
86,808

旭区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（令和２年４月号～令和２年９月号）〔城北連合振興町会〕【概算契約】
136,932

旭区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（令和２年４月号～令和２年９月号）〔中宮連合振興町会〕【概算契約】
153,750

旭区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（令和２年４月号～令和２年９月号）〔清水連合振興町会〕【概算契約】
150,110

旭区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（令和２年４月号～令和２年９月号）〔高殿南連合振興町会〕【概算契約】
108,246

旭区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（令和２年４月号～令和２年９月号）〔新森連合振興町会〕【概算契約】
257,379

旭区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（令和２年４月号～令和２年９月号）〔大宮連合振興町会〕【概算契約】
213,300

旭区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 旭区役所及び旭区保健福祉センター分館におけるＡＥＤ（自動体外式除細動器）一式借入（その２）経費の支出について（令和２年９月分）
4,378

旭区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 企画総務課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年10月分（1回目））
7,700

旭区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　食糧費 企画総務課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年10月分（1回目））
4,680

旭区役所 企画総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年10月分（1回目））
8,600

旭区役所 企画総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配付等業務所要経費の支出について（令和２年10月号）【概算契約】
27,227

旭区役所 企画総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　旭区保健福祉センター分館機械警備業務委託（長期契約）にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
7,700

旭区役所 企画総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所事務用　庁内情報利用パソコン等機器（平成27年度分一括調達分）の再リースにかかる借入経費の支出について（長期継続契約）（令和２年９月分）
8,910

旭区役所 企画総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所事務用　区役所業務の格付け結果における分析等業務委託（旭区役所）の実施及び経費の支出について
275,880

旭区役所 企画総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　旭区保健福祉センター分館における電気料金の支出について（令和２年９月分）
96,849

旭区役所 企画総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　旭区役所における電気料金の支出について（令和２年９月分）
619,877
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旭区役所 企画総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直業務用　令和２年度旭区役所宿日直用寝具等借入（概算契約）経費の支出について（9月分）
13,750

旭区役所 企画総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度「児童の運動能力等向上サポート事業」実施にかかる講師報償金の支出について（生江小学校（９月２３日実施分））
13,180

旭区役所 企画総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市旭区役所窓口案内業務従事者派遣（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
297,336

旭区役所 企画総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金（選挙常時啓発費）の支出について（令和２年９月分）
5,292

旭区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度「児童の運動能力等向上サポート事業」実施にかかる講師報償金の支出について（城北小学校（９月２４日実施分））
19,380

旭区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 旭区魅力発信事業用　地域の花咲か事業にかかる赤玉土ほか７点の買入にかかる経費の支出について
173,954

旭区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年10月分（2回目））
1,680

旭区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 企画総務課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年10月分（2回目））
9,360

旭区役所 企画総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　食糧費 企画総務課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年10月分（2回目））
27,720

旭区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整担当事務用　後納郵便料（受取人払分）の支出について（令和２年９月分）
495

旭区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整担当事務用　後納郵便料（受取人払分）の支出について（令和２年９月分）
297

旭区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所業務用　タブレット端末利用に係る通信料の支出について（令和２年９月分）
8,140

旭区役所 企画総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整担当事務用　後納郵便料（受取人払分）の支出について（令和２年９月分）
36,686

旭区役所 企画総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年度児童の学力向上サポート事業にかかる学力分析機能付き図書「ＥＸテスト」買入経費の支出について（１学期分）
809,720

旭区役所 企画総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年10月分（3回目））
3,150

旭区役所 企画総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所庁舎設備維持用　令和２年度旭区役所から排出するオフィス家具類金属屑付帯物等搬出・処分業務委託の実施及び経費の支出について
326,700

旭区役所 企画総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 城北公園フェア2020にかかる分担金の支出について
135,690

旭区役所 企画総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 企画総務課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年10月分（3回目））
19,712

旭区役所 企画総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　食糧費 企画総務課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年10月分（3回目））
16,860

旭区役所 企画総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年10月分（3回目））
2,670

旭区役所 企画総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　食糧費 企画総務課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年10月分（4回目））
13,260

旭区役所 企画総務課 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 令和２年度学力アップアシスト事業に係る指導員報償金及び旭ベーシックサポート事業に係る支援員報償金の支出について（令和２年９月分）
209,000

旭区役所 企画総務課 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 令和２年度学力アップアシスト事業に係る指導員報償金及び旭ベーシックサポート事業に係る支援員報償金の支出について（令和２年９月分）
195,480

旭区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
2,940

旭区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
3,216

旭区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
1,764

旭区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
420

旭区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用　旭区保健福祉センター分館用ＡＤＳＬ使用料の支出について（令和２年９月分）
4,182

旭区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
1,512

旭区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
1,702

旭区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 令和２年度　財産区賠償責任保険契約（旭区役所）の加入にかかる経費の支出について（区役所運営管理用）
14,210

旭区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
337,559

旭区役所 企画総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
1,008

旭区役所 市民協働課 令和02年10月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 旭区民センター既納使用料の還付用資金（過年度用１０月分）に係る経費の支出について
250,000

旭区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
4,400

旭区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 市民協働課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
4,000

旭区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
4,200

旭区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
1,014

旭区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 市民協働課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
600

旭区役所 市民協働課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権啓発・相談事業用　令和２年度　旭区にほんご教室講師謝礼金の支出について（令和２年９月分）
46,272

旭区役所 市民協働課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 防犯対策事業用　青色防犯パトロール車両の車載充電器部分の修繕にかかる経費の支出について
219,868

旭区役所 市民協働課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市旭区「小学校区教育協議会－はぐくみネット－」事業業務委託経費の支出について（青少年健全育成事業用）【後期分】
530,000

旭区役所 市民協働課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市旭区生涯学習ルーム事業業務委託経費の支出について（生涯学習推進事業用）【後期分】
165,000

旭区役所 市民協働課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市旭区学校体育施設開放事業業務委託経費の支出について（学校体育施設開放事業用）【後期分】
335,000

旭区役所 市民協働課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度　大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（青少年健全育成事業用）　【後期分】
350,000

旭区役所 市民協働課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度　大阪市青少年福祉員活動交付金の支出について（青少年健全育成事業用）　【後期分】
50,000

旭区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 市民協働課事務用　市内出張旅費の支出について（令和２年９月分）
420
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旭区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 市民協働課事務用　市内出張旅費の支出について（令和２年９月分）
260

旭区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課事務用　市内出張旅費の支出について（令和２年９月分）
1,600

旭区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年10月分）
14,876

旭区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 市民協働課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年10月分）
2,000

旭区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年10月分）
940

旭区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用　料金後納郵便利用額の支出について（令和２年９月分）
5,234

旭区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用　料金後納郵便利用額の支出について（令和２年９月分）
4,540

旭区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用　料金後納郵便利用額の支出について（令和２年９月分）
924

旭区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用　料金後納郵便利用額の支出について（令和２年９月分）
4,132

旭区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域防災事業用　旭区役所における災害対策用ＩＰ無線機の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成31年３月～令和６年２月）【令和２年９月分】
31,900

旭区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報償費　報償金 人権啓発・相談事業　「人権推進委員養成研修８・９月開催分」交通費の支出について
920

旭区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防犯対策事業用　防災安全担当業務用電話代の支出について（９月分）
7,955

旭区役所 市民協働課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「旭区の小中学生におけるスマホ等の使用ルール周知」チラシ・ポスター印刷業務経費の支出について（青少年健全育成事業用）
26,400

旭区役所 市民協働課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯対策事業用　防犯カメラ（公設置）に係る電気料金の支出について（９月分）
5,815

旭区役所 市民協働課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館管理運営用　令和２年度大阪市立旭区民センター施設管理運営業務にかかる経費の支出について（第２四半期分）
14,920,300

旭区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用　コピー代の支出について（令和２年９月分）
8,255

旭区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用　コピー代の支出について（令和２年９月分）
4,989

旭区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 旭区民センター既納使用料の還付用資金（過年度用11月分）に係る経費の支出について
400,000

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当事務用　コピー代の支出について（令和２年８月分）
1,495

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当事務用　コピー代の支出について（令和２年８月分）
4,783

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当事務用　コピー代の支出について（令和２年８月分）
598

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当事務用　コピー代の支出について（令和２年８月分）
598

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当事務用　コピー代の支出について（令和２年８月分）
4,173

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当事務用　コピー代の支出について（令和２年８月分）
464

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（10月分支払資金）
27,000

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（10月分支払資金）
3,000

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
24,192

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
9,650

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業用　国民健康保険療養費の支出について（１０月執行分）
695,331

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
101,828

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用　カラープリンター用インクカートリッジ他３点の買入にかかる経費の支出について
47,137

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月12日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
96,389

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
67,601

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
166,587

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 令和２年１０月分国民健康保険事業用葬祭費の支出について
450,000

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 令和２年１０月分国民健康保険事業用出産育児一時金の支出について
404,000

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（戸籍・住民登録担当）事務用　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
4,734

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（戸籍・住民登録担当）事務用　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
57,654

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事業用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
9,518

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（戸籍・住民登録担当）事務用　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
62,521

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事業用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
42,190

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事業用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
81,847

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事業用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
278,993

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事業用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
23,190

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事業用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
40,218

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事業用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
50,164

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事業用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
62,764



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報

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

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用　コピー代の支出について（令和２年９月分）
29,149

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市旭区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和２年８月分）
636,152

旭区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市旭区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和２年８月分）
2,747,379

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健・子育て支援事務用　コピー代の支出について（令和２年８月分）
14,771

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）　生活保護事務用コピー代の支出について（令和２年８月分）
26,381

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 令和２年度市立保育所消耗品事業資金（特別保育）１０月分の支出について
10,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 令和２年度市立保育所消耗品事業資金（通常保育）１０月分の支出について
90,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分３回目）
14,480

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分３回目）
2,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務用　コピー代の支出について（令和２年８月分）
981

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務用　コピー代の支出について（令和２年８月分）
429

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務用　コピー代の支出について（令和２年８月分）
1,144

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務用　コピー代の支出について（令和２年８月分）
135

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務用　コピー代の支出について（令和２年８月分）
1,953

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 地域福祉担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分３回目）
2,400

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務用　コピー代の支出について（令和２年８月分）
875

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動費の支出について（8月分）
3,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務用　コピー代の支出について（令和２年８月分）
2,186

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務用　コピー代の支出について（令和２年８月分）
776

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務用　コピー代の支出について（令和２年８月分）
3,039

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務用　コピー代の支出について（令和２年８月分）
866

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務用　コピー代の支出について（令和２年８月分）
246

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月02日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務用　コピー代の支出について（令和２年８月分）
899

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務用　コピー代の支出について（令和２年８月分）
5,837

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務用　コピー代の支出について（令和２年８月分）
112

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務用　コピー代の支出について（令和２年８月分）
525

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 地域福祉担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分３回目）
800

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 令和２年度　地域生活向上教室事業における講師謝礼金の支出について【令和２年９月８日開催分】
9,160

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て安全ネット事業用　「ペアレント・トレーニング」にかかる講師料の支出について（9月14日開催分）
16,920

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「おかあさんのほっと！タイム」（９月開催）にかかる講師料の支出について（９月９日実施分）
9,060

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
786,088

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
168,360

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
371

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
8,850

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
800

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
4,200

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
1,673

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　　通院移送費の支出について
133,120

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　　通院移送費の支出について
1,560

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「幼児及びその保護者への健康教育・相談事業」における講師謝礼の支出について（令和２年９月分）
51,680

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用トナーカートリッジ外１点の購入にかかる経費の支出について
18,700

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 生活保護事務用トナーカートリッジ外１点の購入にかかる経費の支出について
11,220

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用トナーカートリッジ外１点の購入にかかる経費の支出について
3,740

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用トナーカートリッジ外１点の購入にかかる経費の支出について
7,480

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用トナーカートリッジ外１点の購入にかかる経費の支出について
201,520

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用トナーカートリッジ外１点の購入にかかる経費の支出について
33,660
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旭区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 　子育て安全ネット事業用　「ペアレント・トレーニング」かかる講師料の支出について（９月２９日開催分）
16,920

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て安全ネット事業用　親子の絆づくりプログラム「第34期BP1ファシリテーター養成講座」にかかる受講料及び教材費の支出について（12月18日～19日開催）
3,080

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 子育て安全ネット事業用　親子の絆づくりプログラム「第34期BP1ファシリテーター養成講座」にかかる受講料及び教材費の支出について（12月18日～19日開催）
66,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　生活移送費の支出について
409,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　オムツ代の支出について
527,512

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　　文書料の支出について
96,970

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　　治療材料費の支出について
425,009

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　葬祭費の支出について
974,240

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　就労自立給付金の支出について
128,387

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 令和２年度市立保育所賄材料費（１０月分）の支出について
1,696,620

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年10月分１回目）
5,250

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 地域福祉担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年10月分１回目）
7,600

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月19日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 第３四半期大阪市母子福祉貸付金（修学資金）の支出について
4,045,950

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域福祉活動推進事業　旭区地域自立支援協議会物販活動にかかる施設使用料の支出について（令和２年９月４日使用分）
4,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 地域福祉担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年10月分２回目）
7,128

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　住宅改修費の支出について
9,041

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　福祉用具購入費の支出について
16,655

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　　文書料の支出について
5,400

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 令和２年９月分乳幼児健診等医師等報償金の支出について
299,600

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 第３四半期大阪市寡婦福祉貸付金（修学資金）の支出について
243,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月前半分）
14,202

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月前半分）
3,200

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 令和２年度　普通乗用車の借入（長期契約）経費の支出について（旭区保健福祉センター事業用（９月分））
46,420

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月前半分）
2,620

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 こども食堂支援事業用　こども食堂に係る支援員への報償金の支出について（令和２年６、７、８、９月分）
60,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
13,554

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
2,605

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
89

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
98

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
1,216

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
4,833

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
15,358

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
756

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
11,380

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
332

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
1,165

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
483

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
1,919

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
3,405

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
699

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
1,049

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
67

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
1,081

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
47,490

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の支出について（１１月分）
14,000,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の支出について（１１月分）
7,500,000
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旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の支出について（１１月分）
250,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の支出について（１１月分）
70,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の支出について（１１月分）
250,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 令和２年度　１０月分　ＢＣＧ接種医師報償金の支出について
49,800

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
2,410

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
5,984

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
30,595

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
5,906

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
420

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
25,911

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
318

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
1,622

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
22,238

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
170

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
6,178

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
1,032

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
1,182

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
561

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
370

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域福祉活動推進事業　旭区地域自立支援協議会物販活動事業にかかるボランティア活動報償金の支出について（令和２年９月分）
5,200

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健・子育て支援担当用　ファイルボックスほか22点　買入にかかる経費の支出について
50,050

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活保護業務適正化対策事業にかかる携帯電話代の支出について（９月分）
3,159

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
756

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
9,222

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
1,526,664

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
260

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
13,918

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
776

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
84

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
21,740

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
3,502

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
756

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
15,254

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
282

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て安全ネット事業「ペアレント・トレーニング」にかかる講師料の支出について（10月13日開催分）
16,920

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度あさひ学び舎事業（中・高生への学習・生活支援）業務委託経費の支出について（上半期分）
2,756,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度中・高生自立育み事業業務委託経費の支出について（上半期分）
659,500

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 成年後見制度用　成年後見人等報酬助成経費の支出について（障がい）
237,600

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）　生活保護事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
16,066

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）　生活保護事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
104,862

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）　生活保護事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
121,298

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）　生活保護事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
8,560

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）　生活保護事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
9,240

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）　生活保護事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
311,733

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 令和２年度　地域生活向上教室事業における講師謝礼金の支出について【令和２年10月13日開催分】
9,160

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度用　成年後見人等報酬助成経費の支出について（高齢）
160,000
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旭区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
2,640

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　生活移送費の支出について
435,050

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　オムツ代の支出について
541,624

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　家財処分料の支出について
286,800

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　生活移送費の支出について
214,500

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　住宅扶助費（漏水調査修理工事）の支出について
60,500

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　教育扶助費の支出について
4,720

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　　治療材料費の支出について
343,422

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　葬祭費の支出について
1,677,910

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　就労自立給付金の支出について
134,365

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
86,840

旭区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
210

城東区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課（総合企画）　市内出張旅費の支出について（令和２年８月分）
4,190

城東区役所 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用及び選挙事務用　手指消毒剤買入にかかる経費の支出について
178,200

城東区役所 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 庁舎管理用及び選挙事務用　手指消毒剤買入にかかる経費の支出について
217,800

城東区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年10月19日～10月23日支払い分）
500,000

城東区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　消火器ほか１点（城東区役所）買入経費の支出について
8,910

城東区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　透明ビニールシート買入にかかる経費の支出について
129,800

城東区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 庁舎管理用　消火器ほか１点（城東区役所）買入経費の支出について
1,530

城東区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度城東区広報誌「ふれあい城東」（10月号）点字版製作業務委託（概算契約）にかかる経費支出について
90,420

城東区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
27,977

城東区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　フェイスシールドほか１１点買入にかかる経費の支出について
234,776

城東区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 令和２年度 城東区広報誌「ふれあい城東」(10月号)印刷業務（概算契約）にかかる経費の支出について
905,459

城東区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　空調用ガス料金の支出について（令和２年９月分）
299,623

城東区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 城東区複合施設　空調機修繕業務委託経費の支出について
99,880

城東区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
176

城東区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
224

城東区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　ガス料金の支出について（令和２年９月分）
759

城東区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度 城東区広報誌「ふれあい城東」(10月号)企画・編集業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について
341,000

城東区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　モノクロレーザー複合機ほか２点（城東区役所総務課）の買入にかかる経費の支出について
60,170

城東区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市城東区複合施設清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
1,034,000

城東区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区役所仮設倉庫の警備委託経費の支出について(上半期分)
52,800

城東区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区複合庁舎機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出ついて(第2四半期)
264,000

城東区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎管理経費用　城東区複合施設ＡＥＤ(自動体外式除細動器)セット一式　長期借入にかかる経費の支出について(9月分)
2,739

城東区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 城東区複合施設用地の賃借経費の支出について（第２四半期分）
1,463,942

城東区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　不動産賃借料 城東区複合施設用地の賃借経費の支出について（第２四半期分）
90,011

城東区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　不動産賃借料 城東区複合施設用地の賃借経費の支出について（第２四半期分）
144,356

城東区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 城東区災害対策用職員住宅にかかる什器経費の支出について（令和２年９月分）
6,204

城東区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民投票にかかる使い捨て鉛筆買入にかかる経費の支出について
220,000

城東区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　仮設倉庫電気使用料の支出について（９月分）
944

城東区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎管理用　令和２年度もと城東区役所内産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託経費（概算契約）の支出について
237,600

城東区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（城東区役所）　一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
257,858

城東区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（城東区役所）一式長期借入契約にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
55,574

城東区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（城東区役所）一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
441,328

城東区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　城東区役所事務用デジタル印刷機一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
6,666

城東区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（城東区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
10,833

城東区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（城東区役所）一式長期借入（再リース）契約にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
15,510
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城東区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 旅費　普通旅費 市内出張旅費（国勢調査事務関係）の支出について（令和２年７・８月分）
2,630

城東区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課一般事務用　後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
1,066

城東区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持費用 城東区複合施設から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（令和２年９月分）
11,444

城東区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持費用 城東区複合施設から排出する産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託経費の支出について（令和２年９月分）
12,925

城東区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 城東区役所宿直員用寝具の賃貸借経費の支出について(9月分)
12,375

城東区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
168

城東区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
10,850

城東区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
5,628

城東区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用および国勢調査事務用　コピー機使用料の支出について（令和２年９月分）
19,967

城東区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　三角コーンほか６点買入にかかる経費の支出について
45,254

城東区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事務用カラーコピー料金の支出について（令和２年９月分）
70,626

城東区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 需用費　消耗品費 一般事務用および国勢調査事務用　コピー機使用料の支出について（令和２年９月分）
31

城東区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 住民投票用　非接触型体温計の買入経費の支出について
86,240

城東区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 選挙事務用　コピー機使用料の支出について（令和２年９月分）
4,476

城東区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 車いす（城東区役所）買入経費の支出について
368,600

城東区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遠隔手話等窓口事業にかかる通信費の支出について（令和２年９月利用分）
13,204

城東区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（総合企画）一般事務用等　後納郵便料の支出について（令和2年9月分）
2,212

城東区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ケーブルテレビ利用料の支出について（令和２年９月利用分）
1,779

城東区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課（総合企画）一般事務用等　後納郵便料の支出について（令和2年9月分）
952

城東区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 区長の大阪市災害対策住宅用職員住宅の賃貸借契約に伴う経費の支出について（令和２年11月分）
87,000

城東区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「もと城東区役所用地売却に関する開発事業者募集プロポーザル」計画提案審査に係る審査員報酬の支出について
46,500

城東区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民投票事務用　トナーカートリッジほか２点買入にかかる経費の支出について
20,790

城東区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民投票事務用　クラフトテープほか２０点買入にかかる経費の支出について
244,114

城東区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　雨水利用にかかる下水道使用料の支出について（９月分）
27,324

城東区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まち魅力プロモーション事業用　モバイルデータ通信料（10月分）の支出について
4,598

城東区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵送料（レターパック）の支出について（令和2年9月分）
370

城東区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 国勢調査事務用後納郵送料（受取人払）の支出について（令和2年9月分）
198

城東区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課（総務）市内出張旅費の支出について（令和２年９月分）
2,772

城東区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民投票にかかる手指消毒剤買入にかかる経費の支出について
888,624

城東区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　電気使用料の支出について（令和２年９月使用分）
1,722,929

城東区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度 城東区広報誌「ふれあい城東」(9月号)全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について
691,829

城東区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 広報用ノートパソコン長期借入契約(9月分)にかかる経費の支出について
9,064

城東区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（令和２年１０月分）
230,115

城東区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム用　ＮＴＴ西日本　回線使用料の支出について（令和２年９月利用分）
3,885

城東区役所 市民協働課 令和02年10月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（半額還付）（令和2年9月分その2）
17,170

城東区役所 市民協働課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用　コピー用紙ほか47点（城東区役所）の買入にかかる経費の支出について
314,160

城東区役所 市民協働課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立城東区民センター及び大阪市立城東区老人福祉センター管理運営業務年度協定書に基づく業務代行料の支出について（令和２年７月分）
2,547,083

城東区役所 市民協働課 令和02年10月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（半額還付）（令和2年9月分その3）
10,000

城東区役所 市民協働課 令和02年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（半額還付）（令和2年9月分その4）
4,500

城東区役所 市民協働課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市城東区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託にかかる経費の支出について(令和2年8月分)
1,488,155

城東区役所 市民協働課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度 城東区人権啓発推進員 第１回研修会開催にかかる講師謝礼金等の支出について
19,320

城東区役所 市民協働課 令和02年10月09日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 令和2年度スポーツ推進委員報酬の支払いについて（上半期分）
5,238

城東区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（市民協働）事務にかかる市内出張交通費の支出について（令和２年７月分・口座振替不能による再支出分）
320

城東区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（半額還付）（令和2年9月分その5）
11,440

城東区役所 市民協働課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 令和２年度　大阪市区役所附設会館（東グループ）指定管理予定者選定会議の開催における委員報酬の支出について
168,780

城東区役所 市民協働課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 令和２年度「学校体育施設開放事業」にかかる諏訪運動場電気料金の支出について（9月分）その2
423

城東区役所 市民協働課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 令和２年度「学校体育施設開放事業」にかかる諏訪運動場電気料金の支出について（9月分）その1
7,251
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城東区役所 市民協働課 令和02年10月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（半額還付）（令和2年9月分その6）
3,500

城東区役所 市民協働課 令和02年10月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（半額還付）（令和2年9月分その7）
11,880

城東区役所 市民協働課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 「種から育てる地域の花づくり事業」にかかる花づくり広場電気使用料の支出について（９月分）
2,274

城東区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（市民協働）事務にかかる市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
1,330

城東区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用　携帯電話使用料の支出について（令和２年９月利用分）
9,298

城東区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務（空家対策事務等及び戦没者弔慰金関連事務）にかかる後納郵送料の支出について（令和２年９月分）
6,738

城東区役所 市民協働課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働事務（空家対策事務等及び戦没者弔慰金関連事務）にかかる後納郵送料の支出について（令和２年９月分）
168

城東区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業用　AED小児用電極パッド買入（城東区役所　市民協働課）に係る経費の支出について
20,790

城東区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立城東区民センター及び大阪市立城東区老人福祉センター管理運営業務年度協定書に基づく業務代行料の支出について（令和２年８月分）
2,547,083

城東区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課一般事務用　コピー機使用料の支出について（令和２年９月分）
11,310

城東区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援担当事務にかかる後納郵送料（令和２年９月分）の支出について
390

城東区役所 市民協働課 令和02年10月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（半額還付）（令和2年10月分その1）
30,470

城東区役所 市民協働課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 令和２年度「学校体育施設開放事業」にかかる諏訪運動広場水道使用料の支出について（10月分）その１
3,388

城東区役所 市民協働課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 令和２年度「学校体育施設開放事業」にかかる諏訪運動広場水道使用料の支出について（10月分）その２
1,573

城東区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度　生涯学習ルーム事業　講師謝礼金の支出について（令和２年９月追加分その２）
20,000

城東区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度　生涯学習ルーム事業　講師謝礼金の支出について（令和２年９月追加分その１）
5,000

城東区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度　生涯学習ルーム事業　講師謝礼金の支出について（令和２年９月実施分）
85,000

城東区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度 ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業 講師謝礼金の支出について
18,600

城東区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人と人をつなぐ城東区の絆プロジェクト用　インクカートリッジほか１５点買入にかかる経費の支出について
187,594

城東区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（半額還付）（令和2年10月分その2）
8,690

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金支払資金の支出について（令和２年１０月分）
840,000

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（１０月分・一般）支払資金の支出について
50,000

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（１０月分・退職）支払資金の支出について
10,000

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市城東区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる委託料の支出について（８月分）
1,369,294

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市城東区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる委託料の支出について（８月分）
3,928,350

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
361,633

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用　コピー機使用料の支出について（８月分）
42,209

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付葬祭費の支出について(令和２年１０月１３日支払い)
1,150,000

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の還付加算金の支出について
15,900

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
1,738,794

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ライフイベント記念事業用　乳幼児用ガーゼハンカチの買入にかかる経費の支出について
169,400

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
576,040

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用　コピー機使用料の支出について（９月分）
38,989

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について(令和2年10月26日支払い)
7,535,692

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
4,022

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
808

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
65,720

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）給付事務用　料金後納郵便料の支出について（９月分）
198

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
71,439

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
110,778

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
339,504

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
13,124

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
105,260

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
155,373

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）個人番号カード交付事務用　料金後納郵便料の支出について（９月分）
14,157

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）戸籍事務用　料金受取人払郵便料の支出について（９月分）
14,820

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）戸籍事務用　料金後納郵便料の支出について（９月分）
30,704
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城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）住基コード等用　料金後納郵便料の支出について（９月分）
25,734

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）印鑑登録事務用　料金後納郵便料の支出について（９月分）
28,244

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）住民情報事務用　料金受取人払郵便料の支出について（９月分）
614

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）特別永住事務用　料金後納郵便料の支出について（９月分）
1,774

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）支援措置事務用　料金受取人払郵便料の支出について（９月分）
936

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）学校選択制事務用　料金受取人払郵便料の支出について（９月分）
155,133

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）就学事務用　料金後納郵便料の支出について（９月分）
1,982

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市城東区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる委託料の支出について（９月分）
1,369,261

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 住民情報担当事務用　市内等出張交通費の支出について（４・６・７・８月分）
1,280

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市城東区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる委託料の支出について（９月分）
3,928,350

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用　コピー機使用料の支出について（９月分）
4,031

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用　コピー機使用料の支出について（９月分）
5,146

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用　コピー機使用料の支出について（９月分）
3,121

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用　コピー機使用料の支出について（９月分）
1,613

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用　コピー機使用料の支出について（９月分）
739

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用　コピー機使用料の支出について（９月分）
665

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付葬祭費の支出について(令和２年１０月３０日支払い)
500,000

城東区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用　コピー機使用料の支出について（９月分）
806

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 大阪市立保育所消耗品事業資金（特別保育分）の支出について（令和2年10月分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立保育所消耗品事業資金（通常保育分）の支出について（令和2年10月分）
90,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
840,781

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員による家庭訪問支援事業にかかる費用弁償の支出について（令和２年８月分）
7,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（子育て教育）コピー機使用料の支出について（令和２年８月分）
2,965

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（子育て教育）コピー機使用料の支出について（令和２年８月分）
666

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（子育て教育）コピー機使用料の支出について（令和２年８月分）
6,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（子育て教育）コピー機使用料の支出について（令和２年８月分）
11,599

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活保護事務用　市内出張等交通費にかかる経費の支出について（令和２年８月分）
420

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
239,867

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
826,180

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 生活保護事務用　市内出張等交通費にかかる経費の支出について（令和２年８月分）
2,880

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務用　市内出張等交通費にかかる経費の支出について（令和２年８月分）
540

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務用　市内出張等交通費にかかる経費の支出について（令和２年８月分）
3,350

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー料金の支出について（令和２年８月分）
29,936

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事業用　トナーカートリッジ（保健福祉課（生活支援））の買入経費の支出について
232,760

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（おむつ代）の支出について
135,213

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 令和２年９月支給決定分　生活保護用一時扶助費(生活扶助、医療扶助)の支出について
6,028

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 令和２年９月支給決定分　生活保護用一時扶助費(生活扶助、医療扶助)の支出について
84,140

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
216,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（令和２年８月分）の支出について
2,011

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（令和２年８月分）の支出について
3,858

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（令和２年８月分）の支出について
915

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（令和２年８月分）の支出について
2,796

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（おむつ代）の支出について
399,401

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（おむつ代）の支出について
233,652

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
64,830

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料）の支出について
8,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬祭費）の支出について
504,230
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城東区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 令和２年９月分　歯科健康相談実施にかかる報償金の支出について
62,400

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健関係（保健・保健活動）事務用コピー料金の支出について（令和２年８月分）
2,887

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健関係（保健・保健活動）事務用コピー料金の支出について（令和２年８月分）
4,537

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（令和２年８月分）の支出について
3,194

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健関係（保健・保健活動）事務用コピー料金の支出について（令和２年８月分）
5,402

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（令和２年８月分）の支出について
6,552

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健関係（保健・保健活動）事務用コピー料金の支出について（令和２年８月分）
2,062

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健関係（保健・保健活動）事務用コピー料金の支出について（令和２年８月分）
3,713

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（令和２年８月分）の支出について
1,166

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（おむつ代）の支出について
20,243

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
31,090

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料）の支出について
1,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料）の支出について
3,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（治療材料費）の支出について
111,699

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
147,620

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越移送費）の支出について
99,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（おむつ代）の支出について
65,931

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具）の支出について
2,915

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（住宅改修費）の支出について
14,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護用扶助費（就労自立給付金）の支出について
133,010

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 令和２年９月分　ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について
99,600

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 地域支援事業用　大阪市介護保険住宅改修理由書作成に伴う経費の支出について
2,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
172,636

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
198,660

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
198,514

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（７月分）
520

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（７月分）
820

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（７月分）
4,610

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
36,480

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（７月分）
1,010

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（７月分）
970

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 地域支援事業用　大阪市介護保険住宅改修理由書作成に伴う経費の支出について
2,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
543,723

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
147,010

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
126,200

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（治療材料費）の支出について
103,085

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 令和２年９月分　乳幼児健康診査等事業にかかる報償金の支出について
617,300

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
89,754

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成に係る費用の支出について
264,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（おむつ代）の支出について
33,560

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越移送費）の支出について
88,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越移送費）の支出について
159,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（おむつ代）の支出について
27,716

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（住宅改修）の支出について
16,395

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬祭代）の支出について
1,156,140

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉事業にかかる講師謝礼金の支出について（令和２年９月分）（家族教室）
9,160

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
165,980
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城東区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
450,902

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
263,950

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
271,680

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 生活保護事務用　市内出張等交通費にかかる経費の支出について（令和２年８月分（追加分））
410

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（おむつ代）の支出について
160

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
16,890

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（治療材料費）の支出について
138,556

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中学校での夜間学習会事業（城東区）にかかる東中浜公園集会所使用料（９月分）の経費支出について
24,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 報償費　報償金 令和2年度　健康づくり展げる講座における報償金の支出について（9月分）
8,600

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
22,630

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費（住宅扶助）の支出について
92,666

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 地域支援事業用　大阪市介護保険住宅改修理由書作成に伴う経費の支出について
2,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（９月分）
17,775

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（９月分）
13,200

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（９月分）
6,220

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（９月分）
15,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 令和２年１０月支給決定分　生活保護用一時扶助費(生活扶助、医療扶助)の支出について
8,602

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 令和２年１０月支給決定分　生活保護用一時扶助費(生活扶助、医療扶助)の支出について
105,830

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（９月分）
1,140

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（９月分）
765

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
171,390

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
345,838

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
274,300

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度「地域福祉支援事業（ソーシャルインクルージョン推進事業～地域全体で考え支えあう地域福祉システムの構築～）」業務委託料の支出について（第３四半期分）
5,781,500

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
356,235

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
99,627

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
274,860

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
234,469

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
330,718

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
111,675

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便（受取人払）の料金支出について（令和２年９月分）
60,899

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便の料金支出について（令和２年９月分）
623,102

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越移送費）の支出について
222,640

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：令和２年１１月分）
17,000,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（おむつ代）の支出について
102,393

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：令和２年１１月分）
11,000,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：令和２年１１月分）
300,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（教材代）の支出について
810

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（住宅改修）の支出について
2,662

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具）の支出について
3,500

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：令和２年１１月分）
150,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
30,800

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（治療材料費）の支出について
70,648

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：令和２年１１月分）
2,000,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（２年９月分）
76

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（２年９月分）
524

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（２年９月分）
793
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城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（２年９月分）
10,752

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（２年９月分）
1,335

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（２年９月分）
252

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（２年９月分）
484

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（２年９月分）
336

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（２年９月分）
13,848

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（２年９月分）
84

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（２年９月分）
84

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（２年９月分）
746

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（２年９月分）
12,308

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（２年９月分）
38,250

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立保育所賄材料費の支出について（令和2年10月分）
2,488,100

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（２年９月分）
420

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（９月分）
84

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（９月分）
7,920

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（子育て教育）一般事務用後納郵便料の支出について（９月分）
860

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（９月分）
5,418

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（９月分）
2,940

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（９月分）
43,806

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（９月分）
15,250

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（９月分）
32,850

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支出について
14,517

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支出について
13,932

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（９月分）
29,070

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（９月分）
6,856

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（９月分）
11,488

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（子育て教育）一般事務用後納郵便料の支出について（９月分）
45,714

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（子育て教育）一般事務用後納郵便料の支出について（９月分）
27,508

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（子育て教育）一般事務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,008

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（子育て教育）一般事務用後納郵便料の支出について（９月分）
43,334

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（子育て教育）一般事務用後納郵便料の支出について（９月分）
7,384

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（子育て教育）一般事務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,932

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）一般事務用後納郵便料の支出について（９月分）
141,549

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）一般事務用後納郵便料の支出について（９月分）
2,010

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（９月分）
2,708

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年度民生委員費用弁償（第２四半期分）の支出について（口座振替不能分）
5,016

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
402,551

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
106,751

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年度児童委員費用弁償（第２四半期分）の支出について（口座振替不能分）
5,016

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 報償費　報償金 令和2年度　健康づくり展げる講座における報償金の支出について(10月6日分)
9,160

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー料金の支出について（令和２年９月分）
25,820

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（おむつ代）の支出について
142,602

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越移送費）の支出について
175,400

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（教育扶助）について（９月分）
9,934

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（教育扶助）の支出について（８月分）
300

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（治療材料費）の支出について
101,452

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
26,890
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城東区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健関係（保健・保健活動）事務用コピー料金の支出について（令和２年９月分）
4,537

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健関係（保健・保健活動）事務用コピー料金の支出について（令和２年９月分）
3,660

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（子育て教育）コピー機使用料の支出について（令和２年９月分）
5,890

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（子育て教育）コピー機使用料の支出について（令和２年９月分）
666

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（子育て教育）コピー機使用料の支出について（令和２年９月分）
6,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健関係（保健・保健活動）事務用コピー料金の支出について（令和２年９月分）
5,402

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課（子育て教育）コピー機使用料の支出について（令和２年９月分）
5,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健関係（保健・保健活動）事務用コピー料金の支出について（令和２年９月分）
2,887

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健関係（保健・保健活動）事務用コピー料金の支出について（令和２年９月分）
3,713

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
89,980

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
90,700

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
32,700

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について（令和２年１０月分）
99,600

城東区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
234,000

鶴見区役所 総務課 令和02年10月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「広報つるみ」（令和２年４月号～令和３年３月号）全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（９月号分）
484,732

鶴見区役所 総務課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区一般管理経費　庁内回線電話使用料の支出について（８月分）
16,502

鶴見区役所 総務課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,033

鶴見区役所 総務課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,050

鶴見区役所 総務課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,500

鶴見区役所 総務課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
11,100

鶴見区役所 総務課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区一般管理経費用　ペーパータオル買入について
42,570

鶴見区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費　庁内情報利用パソコン等一式（鶴見区役所）長期借入（平成27年度一括調達分 再リース）にかかる経費の支出について（９月分）
16,456

鶴見区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費用　令和元年度庁内情報利用パソコン等機器（鶴見区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（９月分）
342,602

鶴見区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費用　平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（鶴見区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（９月分）
204,122

鶴見区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費　平成28年度 庁内情報利用パソコン等機器（鶴見区役所）一式長期借入に係る経費の支出について（９月分）
5,864

鶴見区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　区一般管理経費　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）セット一式長期借入について（９月分）
2,684

鶴見区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費　LGWAN接続系利用パソコン等機器（鶴見区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
11,067

鶴見区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費用　平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（鶴見区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（９月分）
2,431

鶴見区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年10月19日～10月23日支払い分）
200,000

鶴見区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区一般管理経費　ドアクローザー　買入にかかる経費の支出について
21,780

鶴見区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区一般管理経費　コピー使用にかかる経費の支出について（９月分）
56,797

鶴見区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　区庁舎設備維持費　鶴見区役所庁舎一般廃棄物収集・運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（９月分）
10,316

鶴見区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区一般管理経費用　市内出張交通費の支出について（８月分）
9,570

鶴見区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区一般管理経費及び統計調査事務用　後納郵便料の支出について（９月分）
2,900

鶴見区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 区一般管理経費及び統計調査事務用　後納郵便料の支出について（９月分）
168

鶴見区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　区庁舎設備維持費　鶴見区役所庁舎産業廃棄物収集・運搬　及び処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（９月分）
5,000

鶴見区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区一般管理経費　大阪日日新聞（朝刊）の年間購読にかかる経費の支出について（令和２年４月～令和２年９月分）
12,300

鶴見区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区一般管理経費　日本経済新聞（朝刊及び夕刊）の年間購読にかかる経費の支出について（令和２年４月～９月分）
29,400

鶴見区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区一般管理経費　毎日新聞（朝刊及び夕刊）の年間購読にかかる経費の支出について（令和２年４月～９月分）
24,222

鶴見区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持費　大阪市鶴見区役所・保健福祉センター庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
515,900

鶴見区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票事務・選挙事務用後納郵便料の支出について（９月分）
7,896

鶴見区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票事務・選挙事務用後納郵便料の支出について（９月分）
2,644

鶴見区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　区庁舎設備維持費　宿直用寝具一式の借入にかかる経費の支出について（９月分）
12,650

鶴見区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 需用費　消耗品費 統計事務用コピー使用にかかる経費の支出について（９月分）
1,328

鶴見区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票事務用コピー使用にかかる経費の支出について（９月分）
4,319

鶴見区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分１回目）
2,467

鶴見区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分１回目）
547
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鶴見区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分１回目）
336

鶴見区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区の広報事業用鶴見区広報紙「広報つるみ」（令和２年５月号～令和３年４月号）点字版製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（１０月号分）
56,856

鶴見区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区の広報事業用鶴見区広報紙「広報つるみ」（令和２年５月号～令和３年４月号）企画・編集業務委託にかかる経費の支出について（１０月号）
371,250

鶴見区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分１回目）
15,413

鶴見区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分１回目）
7,260

鶴見区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報償費　報償金 令和２年度大阪市人権啓発推進員養成研修における交通費の支出について
100

鶴見区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課(教育担当）事業用　コピー使用にかかる経費の支出について（９月分）
5,055

鶴見区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課(教育担当）事業用　コピー使用にかかる経費の支出について（９月分）
3,790

鶴見区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課(教育担当）事業用　コピー使用にかかる経費の支出について（９月分）
3,790

鶴見区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持費　電気料金にかかる支出について（９月分）
718,181

鶴見区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴、魅力創造、区政会議運営、定年退職後の社会参加促進調査及び花博３０周年を契機とした緑化推進事業用　後納郵便料の支出について（９月分）
780

鶴見区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴、魅力創造、区政会議運営、定年退職後の社会参加促進調査及び花博３０周年を契機とした緑化推進事業用　後納郵便料の支出について（９月分）
2,100

鶴見区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 定年退職後の社会参加促進調査事業用　後納郵便料の支出について（９月分）
26,885

鶴見区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴、魅力創造、区政会議運営、定年退職後の社会参加促進調査及び花博３０周年を契機とした緑化推進事業用　後納郵便料の支出について（９月分）
504

鶴見区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴、魅力創造、区政会議運営、定年退職後の社会参加促進調査及び花博３０周年を契機とした緑化推進事業用　後納郵便料の支出について（９月分）
84

鶴見区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴、魅力創造、区政会議運営、定年退職後の社会参加促進調査及び花博３０周年を契機とした緑化推進事業用　後納郵便料の支出について（９月分）
2,542

鶴見区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 統計調査事業　令和２年度　国勢調査に伴う物品搬送業務にかかる経費の支出について
121,000

鶴見区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 広聴事業用タブレット型端末１点借入にかかる経費の支出について（９月分）
4,070

鶴見区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 総務課（教育）事務用（学校選択制希望調査票等発送）後納郵便料金の支出について（９月分）
2,086

鶴見区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 総務課（教育）事務用（学校選択制希望調査票回収）後納郵便料金の支出について（９月分）
76,230

鶴見区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区の広報事業及び鶴見区広聴事業　コピー使用にかかる経費の支出について（９月分）
853

鶴見区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区の広報事業及び鶴見区広聴事業　コピー使用にかかる経費の支出について（９月分）
851

鶴見区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 魅力創造事業及び定年退職後の社会参加促進企画調査事業用　コピー使用にかかる経費の支出について（９月分）
5,049

鶴見区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 魅力創造事業及び定年退職後の社会参加促進企画調査事業用　コピー使用にかかる経費の支出について（９月分）
15,148

鶴見区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報紙（令和２年５月号～令和３年４月号）（鶴見区役所）概算印刷にかかる経費の支出について（１０月号分）
609,840

鶴見区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分２回目）
15,780

鶴見区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持費　ケーブルテレビ利用料の支出について（９月分）
733

鶴見区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分２回目）
9,236

鶴見区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区の広報事業用　後納郵便料の支出について（９月分）
24,720

鶴見区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区一般管理経費　甲種防火管理新規講習受講料の支払いについて
8,000

鶴見区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（教育）事務用（成人式）後納郵便料金の支出について（９月分）
390

鶴見区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区一般管理経費　庁内回線電話使用料の支出について（９月分）
16,502

鶴見区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 区一般管理経費　甲種防火管理新規講習受講料の支払いについて
203

鶴見区役所 市民協働課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災事業　ＯＡタップほか９点買入経費の支出について
151,580

鶴見区役所 市民協働課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 鶴見区役所市民協働課事務用品（名刺用紙ほか12点）の買入経費の支出について
19,844

鶴見区役所 市民協働課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 鶴見区役所市民協働課事務用品（名刺用紙ほか12点）の買入経費の支出について
39,996

鶴見区役所 市民協働課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度コミュニティ育成事業用業務委託にかかる委託料の支出について（第３四半期分）
220,000

鶴見区役所 市民協働課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度コミュニティ育成事業用業務委託にかかる委託料の支出について（第３四半期分）
790,000

鶴見区役所 市民協働課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 防災事業　デジタル簡易無線機にかかる電波利用料の支出について
2,200

鶴見区役所 市民協働課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災事業　防災リーダー装備品買入経費の支出について
369,490

鶴見区役所 市民協働課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 防災事業　デジタル簡易無線機一式買入経費の支出について
351,560

鶴見区役所 市民協働課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課コピー代の支出について（令和２年９月分）
4,372

鶴見区役所 市民協働課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課コピー代の支出について（令和２年９月分）
5,107

鶴見区役所 市民協働課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課コピー代の支出について（令和２年９月分）
2,848

鶴見区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 防災事業「鶴見区　防災マップ」印刷経費の支出について
57,200

鶴見区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防犯事業に係る携帯電話使用料金の支出について（令和２年９月分）
4,596

鶴見区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立鶴見区民センター管理運営業務にかかる委託料の支払いについて（第２四半期）
16,280,107
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鶴見区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料還付金支出事務委託にかかる還付用資金（過年度用）の支出について（令和２年11月分）
300,000

鶴見区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働担当）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
3,534

鶴見区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働担当）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
1,092

鶴見区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働担当）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
26,852

鶴見区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働担当）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
1,260

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の１０月分窓口還付にかかる還付金の支出について
30,000

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の１０月分窓口還付にかかる退職被保険者等還付金の支出について
10,000

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（８月分）
5,789

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（８月分）
1,462

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（８月分）
6,235

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区住民情報関係事務経費戸籍事務用（広域証明発行システム用）回線使用料の支出について（８月分）
3,885

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区住民情報関係事務経費戸籍事務用（広域証明発行システム用）電話サービス料金の支出について（８月分）
504

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区住民情報関係事務経費　住民情報事務用図書購入経費の支出について
18,839

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付（歳出還付一般）の支出について（令和２年１０月１５日払）
1,051,655

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区住民情報関係事務経費　住民情報事務用ボールペン等購入経費の支出について
55,990

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報関係事務返信用切手購入経費の支出について
33,100

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法第54条に基づく各種療養費等の支出について
1,121,435

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 区住民情報関係事務経費住民情報事務用（印鑑登録照会等送付用）及び番号法関連事業用（個人番号カード交付勧奨通知等送付用）の後納郵便料の支出について（９月分）
4,048

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区住民情報関係事務経費住民情報事務用（印鑑登録照会等送付用）及び番号法関連事業用（個人番号カード交付勧奨通知等送付用）の後納郵便料の支出について（９月分）
57,915

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（９月分　保険）
3,844

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（９月分　保険）
66,868

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（９月分　保険）
36,610

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（９月分　保険）
39,853

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月22日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（９月分　保険）
47,246

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月22日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（９月分　保険）
11,442

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月22日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（９月分　保険）
77,039

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区住民情報関係事務経費住民情報事務用コピー代金（９月分）の支出について
37,331

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（９月分　管理）
265,926

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市鶴見区役所住民情報業務等委託（第１回変更契約）にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
1,014,702

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市鶴見区役所住民情報業務等委託（第１回変更契約）にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
3,464,847

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法第58条に基づく国民健康保険葬祭費の支出について
950,000

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付（歳出還付一般）の支出について（令和２年１０月２９日払）
1,019,368

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（９月分）
25

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（９月分）
7,000

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（９月分）
4,300

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法第54条に基づく各種療養費等の支出について
604,912

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法第54条に基づく各種療養費等の支出について
606,645

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付（歳出還付一般）の支出について（令和２年１０月３０日払）
26,157

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（障がい者支援）事務用コピー料金の支出について（令和２年８月分）
9,030

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
52,267

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー料金の支出について（令和２年８月分）
11,711

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 10月分生活保護費（追加分）の支出について
50,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 児童虐待防止・ＤＶ対策事業用　児童虐待防止啓発クリアファイル購入にかかる経費の支出について
79,200

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
79,230

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
41,290

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
39,410

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
7,550
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鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
13,740

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
43,980

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
24,400

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
181,660

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
72,390

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 報償費　報償金 令和2年度　介護予防地域健康講座「健康体操‐体を動かして介護予防‐」にかかる講師謝礼の支払いについて（9月17日実施分）
10,400

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について（令和２年10月６日分）
174,365

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
52,267

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
101,045

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
22,880

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
12,160

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
17,800

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 大阪市介護保険住宅改修理由書作成費支給申出書にかかる経費の支出について（９月１６日請求分）
4,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる家財処分費用の支出について（令和２年10月８日払分）
60,500

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）の支出について（令和２年10月８日払分）
97,900

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（断酒会）の支出について（令和２年10月８日払）
2,520

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる短期入所時の食費の支出について（令和２年10月８日払分）
1,392

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教育扶助金の支出について（令和２年10月８日払分）
31,800

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修費の支出について（令和２年10月８日払分）
5,533

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる国民健康保険給付費返還金の支出について（令和２年10月８日払分）
65,633

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる通院移送費の支出について（令和２年10月８日払分）
53,618

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について（令和２年10月８日払分）
658,180

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護世帯にかかる就労自立給付金の支出について（令和２年10月８日払分）
73,905

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（令和２年10月９日払分）
488,109

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（令和２年10月９日払分）
330,142

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について（令和２年10月９日分）
99,718

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について（令和２年10月９日払分）
90,290

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる通院移送費の支出について（令和２年10月12日払分）
6,080

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
82,878

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
82,878

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
9,540

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
468,710

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
158,590

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
212,950

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
17,130

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
3,696

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域保健事業用　ロールふせんほか５点の購入及び経費の支出について
19,360

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域保健事業用　書籍購入及び経費の支出について
7,439

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
5,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる家財処分費用の支出について（令和２年10月16日払）
246,400

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について（令和２年10月16日払分）
7,043

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修費の支出について（令和２年10月16日払分）
17,805

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について（令和２年10月16日払分）
31,680

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる通院移送費の支出について（令和２年10月16日払分）
68,502

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について（令和２年10月16日払分）
124,662

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる国民健康保険給付費返還金の支出について（令和２年10月16日払分）
59,618

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護世帯にかかる就労自立給付金の支出について（令和２年10月16日払分）
20,000
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鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
84

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について(令和２年度９月分)
99,600

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 地域保健事業用　書籍購入及び経費の支出について
1,400

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（特別保育用）の支出について（１０月分）
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
843

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（通常保育用）の支出について（１０月分）
30,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 報償費　報償金 百歳体操サポーター養成講座にかかる講師謝礼の支払いについて（9月24日分）
8,600

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 大阪市介護保険住宅改修理由書作成費支給申出書にかかる経費の支出について（９月３０日請求分）
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
48,800

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
7,950

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
92,640

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（令和２年10月19日払分）
155,911

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（断酒会）の支出について（令和２年10月19日払）
3,080

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について（令和２年10月19日払分）
6,600

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について（令和２年10月19日払分）
5,192

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修費の支出について（令和２年10月19日払分）
20,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(令和２年度９月分　内科)
398,400

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(令和２年度９月分　歯科等)
212,350

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求に係る診断書作成経費の支出について
5,500

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 地域保健事業経費　普通乗用車長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
40,480

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 地域保健事業用　ベビーベッドの購入にかかる経費の支出について
112,200

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
43,681

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
6,084

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
8,586

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
24,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
369,116

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
13,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
10,930

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
968,795

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
62,989

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務に係る後納料金郵便料（令和２年９月分）の支出について
20,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務に係る後納料金郵便料（令和２年９月分）の支出について
20,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（９月分）
17,052

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務に係る後納料金郵便料（令和２年９月分）の支出について
43,871

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務に係る後納料金郵便料（令和２年９月分）の支出について
33,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる出張旅費の支出について(令和２年９月分)
560

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
22,008

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料の支出について（９月分）
306,793

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金受取人払後納郵便料の支出について（９月分）
38,473

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 11月分生活保護費の支出について
2,500,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 11月分生活保護費の支出について
2,000,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 11月分生活保護費の支出について
50,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる出張旅費の支出について(令和２年９月分)
550

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（障がい者支援）事務用コピー料金の支出について（令和２年９月分）
9,179

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 会計年度任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
2,160

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援担当職員にかかる市内出張交通費等の支出について（令和２年９月分）
2,084

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用携帯電話使用料の支出について（９月分）
4,298
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鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(令和２年９月分)
84

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(令和２年９月分)
588

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(令和２年９月分)
94

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(令和２年９月分)
8,922

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 令和２年度地域健康情報発信事業（壮年）リーフレット外１件の作成経費の支出について
44,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(令和２年９月分)
1,092

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　損害保険料 ウォーキング教室での行事参加者傷害保険経費の支出について
1,900

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(令和２年９月分)
7,372

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和2年度『子ども家庭支援員活動』にかかる費用弁償の支出について（上半期分 令和2年4月～令和2年7月分）
13,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(令和２年９月分)
28,340

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所に対する賄材料費の支出について（１０月分）
959,410

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー料金の支出について（令和２年９月分）
11,269

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　印刷製本費 令和２年度地域健康情報発信事業（壮年）リーフレット外１件の作成経費の支出について
22,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
32,330

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
22,880

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
17,800

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
9,670

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉課用市内出張交通費の支出について（９月分）
280

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張交通費の支出について（９月分）
1,360

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求に係る診断書作成経費の支出について
5,500

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分「就学前こどもサポートネット」業務に係る後納料金郵便料(返信封筒分）の支出について
10,098

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用コピー料金の支出について（子育て支援：令和２年９月分）
8,335

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用コピー料金の支出について（子育て支援：令和２年９月分）
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉資金貸付事業に係る母子福祉貸付金の支給について（第3四半期：その２）
72,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉資金貸付事業に係る寡婦福祉貸付金の支給について（第3四半期：その１）
133,950

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 報償費　報償金 百歳体操サポーター養成講座にかかる講師謝礼の支払いについて（10月8日分）
9,160

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年９月分）の支出について
84

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年９月分）の支出について
50,400

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年９月分）の支出について
84

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張交通費の支出について（４月から９月予算配付分）
414

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張交通費の支出について（４月から９月予算配付分）
414

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年９月分）の支出について
1,588

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年９月分）の支出について
2,286

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年９月分）の支出について
4,986

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年９月分）の支出について
1,346

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年９月分）の支出について
2,168

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年９月分）の支出について
5,450

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
114,056

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる短期入所時の食費の支出について（令和２年10月30日払分）
1,392

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（令和２年10月30日払分）
628,006

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）の支出について（令和２年10月30日払分）
99,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教育扶助金の支出について（令和２年10月30日払分）
23,174

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修費の支出について（令和２年10月30日払分）
6,185

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入の支出について（令和２年10月30日払分）
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる通院移送費の支出について（令和２年10月30日払分）
29,765

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について（令和２年10月30日払分）
291,704

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について（令和２年10月30日払分）
52,380
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鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 11月分生活保護費（追加分）の支出について
50,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について（令和２年10月30日払分）
471,220

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護世帯にかかる就労自立給付金の支出について（令和２年10月30日払分）
123,262

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張交通費の支出について（４月から９月予算配付分）
520

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年９月分）の支出について
5,526

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年９月分）の支出について
336

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年９月分）の支出について
48,374

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年９月分）の支出について
420

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年９月分）の支出について
390

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年９月分）の支出について
52,006

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年９月分）の支出について
6,254

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年９月分）の支出について
19,034

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年９月分）の支出について
168

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年９月分）の支出について
1,364

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張交通費の支出について（４月から９月予算配付分）
324

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 大阪市介護保険住宅改修理由書作成費支給申出書にかかる経費の支出について（１０月１４日請求分）
6,000

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用 阿倍野区役所１階男子トイレ自動水洗修繕業務にかかる経費の支出について
20,460

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 令和２年度阿倍野区役所議事録作成業務にかかる経費の支出について（区政会議第２回まちづくり部会：９月７日開催）
36,300

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　阿倍野区こどもの「生きる力」を育む事業にかかる経費支出について（令和２年８月分）
532,145

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年９月分）
3,850

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年９月分）
5,482

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年９月分）
492

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年９月分）
1,811

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年９月分）
1,680

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年９月分）
10,340

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年９月分）
19,910

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年９月分）
1,060

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年９月分）
11,176

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年９月分）
12,574

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区の広報事業「令和２年度 阿倍野区広報紙「広報あべの」全戸配布業務委託」にかかる経費の支出について（9月号）
476,375

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票にかかる投票用紙送付用レターパックプラスの購入経費の支出について
62,400

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年10月19日～10月23日支払い分）
800,000

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 阿倍野区災害対策職員住宅の賃借料の支出について（令和２年１１月分）
96,000

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 庁舎維持管理用 「令和２年度阿倍野区役所簡易専用水道定期点検業務」にかかる経費の支出について
8,250

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用 令和２年度阿倍野区役所自動ドア保守点検業務委託にかかる経費の支出について（第１四半期分、第２四半期分）
95,040

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 総務課事務用　ケーブルテレビ利用料の支出について（令和２年９月分）
20,793

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　令和２年度阿倍野区役所宿日直専門員用寝具借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
12,375

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年10月分①）
41,947

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　食糧費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年10月分①）
16,199

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年10月分①）
9,122

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区の広報事業「令和２年度　阿倍野区広報紙『広報あべの』企画編集及び印刷業務委託」にかかる経費の支出について（10月号）
728,909

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区の広報事業「令和２年度　阿倍野区広報紙『広報あべの』企画編集及び印刷業務委託」にかかる経費の支出について（10月号）
178,200

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 広報事業用ライン公式アカウント通信使用料にかかる支出について（９月分）
5,500

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎設備維持用　業務用掃除機買入にかかる経費の支出について
48,840

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年10月分②）
9,900

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（９月分）
119,378

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用電気使用料の支出について（令和２年９月分）
781,347
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阿倍野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
1,058

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年10月分②）
19,950

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
828

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
4,780

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「大阪市阿倍野区役所庁舎清掃業務委託　長期継続」にかかる経費の支出について（平成２９年度契約）（令和２年９月分）
459,800

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　阿倍野区役所窓口案内業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
294,652

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区の広報事業「令和２年度阿倍野区広報紙「広報あべの」点字版製作業務委託（概算契約）」にかかる経費の支出について(10月号）
61,025

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成２８年度契約）（令和２年９月分）
21,503

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成29年度契約）（令和２年９月分）
8,154

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 阿倍野区役所庁内情報利用パソコン等機器一式借入（再リース）にかかる経費の支出について（令和元年度契約）（令和２年９月分）
5,984

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年度契約）（令和２年９月分）
406,883

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成２９年度契約）（令和２年９月分）
116,158

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
14,077

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 常時選挙事務用、常時啓発用及び住民投票用後納郵便料にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
628

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 常時選挙事務用、常時啓発用及び住民投票用後納郵便料にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
6,384

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年10月分②）
7,842

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　食糧費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年10月分②）
6,730

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 常時選挙事務用、常時啓発用及び住民投票用後納郵便料にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
9,158

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年10月分②）
404

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 阿倍野区役所庁内情報利用パソコン等機器一式借入（再リース）にかかる経費の支出について（令和元年度契約）（令和２年９月分）
4,488

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成30年度契約）（令和２年９月分）
3,072

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 阿倍野区役所庁内情報利用パソコン等機器一式借入（再リース）にかかる経費の支出について（令和元年度契約）（令和２年９月分）
1,496

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用「令和２年度阿倍野区役所産業廃棄物（汚泥）処分業務委託（概算契約）」にかかる経費の支出について（９月１９日実施分）
5,148

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　「令和２年度阿倍野区役所産業廃棄物収集運搬及び処分業務（概算契約）」にかかる経費の支出について（令和２年９月１９日実施分）
189,200

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 総務課広報事務用　タブレット端末の利用にかかる支出について（９月分）
5,172

阿倍野区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用「令和２年度阿倍野区役所庁舎から排出する一般廃棄物収集運搬及び処分業務委託（概算契約）」にかかる経費の支出について（第２四半期分）
59,205

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区防災事業用　地域防災リーダー用装備品防災作業服（上衣）ほか７点（阿倍野区役所）買入にかかる経費の支出について
468,534

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
2,068

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 阿倍野区安全なまちづくり推進事業及び路上喫煙対策事業用啓発物品購入にかかる経費の支出について
145,750

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
17,061

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 阿倍野区安全なまちづくり推進事業及び路上喫煙対策事業用啓発物品購入にかかる経費の支出について
90,750

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 令和２年度 第２回 阿倍野区教育会議の議事録作成にかかる経費の支出について（９月９日開催分）
42,350

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区防災事業用　ＬＥＤ作業灯（阿倍野区役所）買入にかかる経費の支出について
475,200

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月13日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立阿倍野区民センター使用料の還付用資金にかかる経費の支出について（過年度支出、令和２年１０月分・２回目）
300,000

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 不登校児などの相談支援事業にかかる心理相談員の報償金の支出について（９月分）
293,010

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度音楽体感事業にかかる謝礼金の支出について（丸山小学校９月24日実施分）
55,500

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　阿倍野区コミュニティ育成事業にかかる経費の支出について（第３回目）
1,380,500

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　あべの筋魅力づくり事業における阪堺電気軌道上町線軌道敷の芝生維持管理経費の支出について（概算契約）（９月分）
566,500

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼金の支出について（令和２年９月分）
3,750

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口基金繰入金の支出について（令和2年10月分1回目）
6,160

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口基金繰入金の支出について（令和2年10月分1回目）
12,017

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 空家等対策推進事業外１事業にかかる後納郵便料金（返信用封筒９月分）の支出について
99

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業外３事業にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
728

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業外３事業にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
336

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区の教育事業外１事業にかかる後納郵便経費の支出について（令和２年９月分）
3,150

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 空家等対策推進事業外１事業にかかる後納郵便料金（返信用封筒９月分）の支出について
99

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業外３事業にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
4,424
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阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業外３事業にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
420

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口基金繰入金の支出について（令和2年10月分1回目）
1,350

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制にかかる後納郵便経費の支出について（令和２年９月分）
56,529

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 区の教育事業外１事業にかかる後納郵便経費の支出について（令和２年９月分）
1,804

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度「小学校区教育協議会－はぐくみネット－」事業にかかる委託料の支出について（２回目）
715,000

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 区防災事業用　災害時避難所コロナ禍用開設備品　非接触型体温計の購入にかかる経費の支出について
207,900

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度音楽体感事業にかかる謝礼金の支出について（晴明丘小学校10月９日実施分）
111,000

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　生涯学習ルーム事業にかかる委託料の支出について（第２回）
225,000

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 区役所附設会館管理運営事業用　多機能型水中撹拌曝気装置（阿倍野区民センター）買入にかかる経費の支出について
1,122,000

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立阿倍野区民センター使用料の還付用資金にかかる経費の支出について（過年度支出、令和２年１１月分）
300,000

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る保険料過誤納金の還付金の支出について（一般分）
37,204

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る10月分歳出還付資金の資金前渡の支出について（一般分）
20,000

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る10月分歳出還付資金の資金前渡の支出について（退職被保険者還付金分）
5,000

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年10月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（令和２年９月分）
600,000

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年10月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る保険料過誤納金の還付金の支出について（一般分）
172,460

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（令和２年９月分②）
711,902

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる保険者間調整における療養費の支出について（令和２年１０月分）
634,753

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年10月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）における市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
280

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年10月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
2,000

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年10月12日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る保険料過誤納金の還付金の支出について（一般分）
235,110

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（令和２年９月分②）
450,000

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（令和２年９月分）
163,120

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市阿倍野区役所　住民情報業務等委託　長期継続契約にかかる経費の支出について（平成30年度契約）（令和２年８月分）
1,130,855

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市阿倍野区役所　住民情報業務等委託　長期継続契約にかかる経費の支出について（平成30年度契約）（令和２年８月分）
4,076,407

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年10月22日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る保険料過誤納金の還付金の支出について（一般分）
245,710

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
18,890

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険管理）における市内出張交通費の支出について（令和2年9月分）
2,040

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
59,225

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
21,070

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
160,030

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
99,625

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険管理）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
369,480

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和2年度窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用 後納郵便料の支出について（9月分）
103,450

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年10月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る保険料過誤納金の還付金の支出について（一般分）
76,090

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金・管理）事務用品及びシステム用トナーカートリッジ購入経費の支出について
23,776

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金・管理）事務用品及びシステム用トナーカートリッジ購入経費の支出について
93,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 阿倍野区高齢者食事サービス事業補助金の支出について（第３四半期）
146,437

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（令和２年１０月分特別保育用）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる高松保育所及び阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（令和２年１０月分通常保育用）
60,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
58,074

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
4,176

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
146,252

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
14,764

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年９月）
331,120

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（令和２年９月）
15,346

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（令和２年９月）
59,700
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阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（令和２年９月）
8,500

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（令和２年９月）
437,180

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（令和２年９月）
239,130

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護の就労自立給付金にかかる措置扶助費の支出について（令和２年９月）
94,323

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（８月分）
4,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（８月分）
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
9,275

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
11,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
522,156

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
1,206,131

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（８月分）
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（８月分）
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（８月分）
1,794

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（８月分）
2,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
5,630

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
14,040

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
36,250

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　広告料 相続財産管理人選任申立手続にかかる官報公告費の支払について
4,230

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年９月）
62,772

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年９月）
44,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の福祉用具購入にかかる介護扶助費の支出について（令和２年９月）
8,176

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（令和２年９月）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（令和２年９月）
28,600

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（令和２年９月）
14,560

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（令和２年９月）
471,940

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 保健事業（精神保健福祉）にかかる報償金（９月分）の支出について
9,240

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度子育てカウンセリング事業専門相談にかかる報償金の支出について（９月分）
113,600

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
20,988

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
82,878

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
52,267

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
56,074

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
16,854

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
93,030

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
85,611

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（令和２年８月分）の支出について
320

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（令和２年８月分）の支出について
360

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（令和２年８月分）の支出について
980

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（令和２年８月分）の支出について
460

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（令和２年８月分）の支出について
560

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（令和２年８月分）の支出について
510

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（令和２年８月分）の支出について
340

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 後見人等の報酬の助成に係る費用の支出について
216,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度子育てカウンセリング事業ピアカウンセリングにかかる報償金の支出について（９月分）
18,600

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（令和２年10月）
30,800

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療観察法病棟ケアプログラムアプローチ会議参加にかかる出張について
3,200

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
32,277

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800
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阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
249,648

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年10月）
23,779

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年10月）
79,369

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の家財処分料にかかる生活扶助費の支出について（令和２年10月）
479,600

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（令和２年10月）
8,960

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（令和２年10月）
54,708

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（令和２年10月）
225,400

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健子育て担当事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
1,320

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健子育て担当事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課(福祉介護)事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
420

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉介護)事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
5,396

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課(福祉介護)事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
1,680

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年９月）
154,318

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料および診察料にかかる医療扶助費の支出について（令和２年９月）
73,420

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健子育て担当事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
2,520

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健子育て担当事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
1,064

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月15日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

父子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる令和２年度父子貸付金（第３四半期）の支出について
93,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課(福祉介護)事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
690

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課(福祉介護)事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
2,482

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業にかかる住宅改修理由書作成費（令和２年９月請求分）の支出について
6,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度子育てカウンセリング事業一時保育にかかる報償金の支出について（９月分）
13,496

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度子育てカウンセリング事業ペアレントトレーニング就学前講座（第５回）にかかる講師謝礼の支出について
18,600

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
177,395

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
10,184

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
21,600

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
47,595

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　広告料 相続財産管理人選任申立手続にかかる官報公告費の支払について
4,230

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年10月）
24,100

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年10月）
32,560

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の教材代にかかる教育扶助費の支出について（令和２年９月分）
5,310

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（令和２年10月）
27,090

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（令和２年10月）
57,982

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（令和２年10月）
16,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる令和２年度母子貸付金（第３四半期３回目）の支出について
150,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる令和2年度母子貸付金（第３四半期２回目）の支出について
361,500

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和2年度子育てカウンセリング事業就学前勉強会（第３回）にかかる講師謝礼の支出について
21,960

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
52,267

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 乳幼児発達相談強化事業にかかる保育士の報償金の支出について（９月分）
4,820

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 子育て支援担当にかかる市内出張交通費の支出について（９月分）
360

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
58,074

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,150

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
2,810

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
440

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
4,160

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 こどもサポートネット事業用自転車の購入にかかる経費の支出について
58,080
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阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　手数料 こどもサポートネット事業用自転車の購入にかかる経費の支出について
1,800

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる令和２年度母子貸付金（第３四半期）の支出について
3,201,450

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務における市内出張交通費の支出について（９月分）
460

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）①
75,612

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）②
22,447

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
52,350

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
209,634

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年10月）
21,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年10月）
18,570

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の教材代等にかかる教育扶助費の支出について（令和２年９月分）
64,584

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の福祉用具購入にかかる介護扶助費の支出について（令和２年10月）
19,050

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（令和２年10月）
2,060

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（令和２年10月）
9,390

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の人工妊娠中絶にかかる医療扶助費の支出について（令和２年10月）
196,628

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（令和２年10月）
32,264

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護の人工妊娠中絶にかかる出産扶助費の支出について（令和２年10月）
156,500

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（令和２年10月）
234,800

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（８月分）
410

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（８月分）
1,480

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
168

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
2,486

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
5,640

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（９月分）
1,729

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
41,111

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
168

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
42,840

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
34,131

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（令和２年10月）
12,100

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（令和２年10月）
61,586

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（８月分）
450

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（８月分）
1,210

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
31,978

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
32,738

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
4,632

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
2,478

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
1,848

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
6,176

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
3,370

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
5,724

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 福祉担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（９月分）
8,697

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 助産師相談事業用　3か月児健診における助産師相談従事者への講師謝礼の支出について（１０月分）
11,160

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 乳幼児発達相談強化事業にかかる心理相談員の報償金の支出について（令和２年９月分）
45,780

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 あべのちょこっとウォーキング市民活動行事保険料(令和2年10月24日実施分)の支出について
3,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（令和２年９月分その１）
598

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（令和２年９月分その２）
693

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
47,191

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
662,188
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阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
250,533

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
309,734

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
187,600

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
67,045

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
72,300

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
13,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
21,714

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
13,200

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
15,700

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
23,821

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（令和２年９月分その１）
1,774

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（令和２年９月分その１）
22,012

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（令和２年９月分その２）
43,320

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（令和２年９月分その１）
217,376

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（令和２年９月分その１）
97,934

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（令和２年９月分その１）
4,808

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年10月）
42,490

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年10月）
93,708

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（令和２年11月定例・随時分）
15,100,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（令和２年11月定例・随時分）
7,900,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（令和２年11月定例・随時分）
400,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（令和２年10月）
10,300

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（令和２年11月定例・随時分）
150,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（令和２年11月定例・随時分）
700,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（９月分）
480,200

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業に係る高松保育所及び阪南保育所の賄材料費の資金前渡金支出について（令和２年10月分）
1,693,580

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（９月分）
3,589

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 報償費　報償金 令和2年度　健康づくりひろげる講座(令和2年9月23日分)にかかる講師謝礼の支出について
9,160

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（９月分）
2,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
260

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 福祉担当等事務用　タブレット端末の利用にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
4,402

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
276,580

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
125,950

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（令和２年９月分）
18,072

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
21,622

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
84

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
504

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
672

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
168

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
168

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（９月分）
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（９月分）
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
580

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
10,704

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
2,772

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
1,848

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
1,394
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阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
84

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
1,820

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
168

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 未支払の児童手当の支出について（令和元年６・７月分）
20,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 子育て支援担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（9月分）
6,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 子育て支援担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（9月分）
7,141

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（９月分）
1,576

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
17,018

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
3,840

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

需用費　消耗品費 子育て支援担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（9月分）
14,540

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（９月分）
960

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
1,428

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（９月分）
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年10月）
87,450

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年10月）
46,590

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（令和２年10月）
19,880

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（令和２年10月）
218,185

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 保健事業（精神保健福祉）にかかる報償金（１０月分）の支出について
9,240

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 認定審査会用茶代の支出について（令和2年10月12日以降分）
23,868

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育て支援事業用　令和２年度 子育てミニニュースの印刷にかかる経費の支出について（１０・１１月号）
24,552

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の家財処分料にかかる生活扶助費の支出について（令和２年10月）
588,400

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年10月）
143,390

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年10月）
41,250

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の福祉用具購入にかかる介護扶助費の支出について（令和２年10月）
1,375

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（令和２年10月）
10,538

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の訪問看護にかかる医療扶助費の支出について（令和２年10月）
7,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（令和２年10月）
31,111

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（令和２年10月）
5,200

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護の就労自立給付金にかかる措置扶助費の支出について（令和２年10月）
32,047

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談における歯科衛生士等の報償金の支出について（9月15日実施分）
31,200

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　其他委員等旅費 子育て支援担当にかかる市内出張交通費の支出について（９月分）
560

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度子育てカウンセリング事業ペアレントトレーニング学齢期講座（第1回）にかかる講師謝礼の支出について
18,410

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度子育てカウンセリング事業ペアレントトレーニング就学前講座（第６回）にかかる講師謝礼の支出について
18,600

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健子育て担当事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月分①）
2,640

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健子育て担当事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月分①）
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健子育て担当事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月分①）
8,400

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健子育て担当事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月分①）
840

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 ぴああべのん及びピアカウンセリング等一時保育にかかる市民活動行事保険料（１１月分）の支出について
5,400

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
6,583

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
6,583

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
16,680

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
20,350

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
13,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
124,023

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
39,080

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
23,700
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阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種医師にかかる報償金の支出について（10月分）
24,900

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健子育て担当事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月分①）
3,139

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健子育て担当事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月分①）
4,222

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健子育て担当事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月分①）
8,756

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（令和２年11月分特別保育用）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健子育て担当事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月分①）
2,480

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる高松保育所及び阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（令和２年11月分通常保育用）
60,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 報償費　報償金 令和2年度　健康づくりひろげる講座(令和2年9月30日分)にかかる講師謝礼の支出について
9,160

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る診断書の作成料金の支出について
5,500

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 令和２年度１０月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支払準備金の支出について
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 令和２年度１０月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支払準備金の支出について
500,000

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（一般）令和2年10月分 支払資金の支出について
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（退職）令和2年10月分 支払資金の支出について
5,000

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 令和２年度９月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について
700,000

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 令和２年度９月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について
404,000

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金 一般 10月分）
153,707

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金 一般 10月分）
215,147

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 令和2年度　令和2年9月分国民健康保険療養費（一般分）の支出について
268,571

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金 一般 10月分）
89,577

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金 一般 10月分）
102,837

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所における住民情報業務等委託事業費の支出について（８月分）
823,752

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所における住民情報業務等委託事業費の支出について（７月分）
459,432

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所における住民情報業務等委託事業費の支出について（８月分）
3,788,878

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所における住民情報業務等委託事業費の支出について（７月分）
3,788,878

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍グループ事務用後納郵便代金（９月分）の支出について
83,366

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍グループ事務用後納郵便代金（９月分）の支出について
10,000

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍グループ事務用後納郵便代金（料金受取人払・９月分）の支出について
80,893

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍・住民登録グループ用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（9月分）
28,424

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
6,450

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
4,848

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
16,576

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
31,736

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和2年9月限度額適用認定事務用）
254

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
610,028

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
49,370

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
70,528

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
65,482

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和2年9月分）
159,873

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金 一般 10月分）
242,302

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金 一般 10月分）
92,852

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 令和２年度１０月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について
550,000

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 令和２年度１０月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について
562,774

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（令和２年９月分）
12,073

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（令和２年９月分）
5,174

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所及び御崎保育所消耗品費事業資金（特別保育用１０月分）の支出について
20,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所及び御崎保育所消耗品費事業資金（通常保育用１０月分）の支出について
60,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ用装具等）の支出について（代理受領方式）
476,090
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住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
41,500

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 報償費　報償金 令和２年度介護予防地域健康講座（敷津浦地域）の講師報償金の支出について（令和２年９月）
6,450

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ用装具等）の支出について（代理受領方式）
60,030

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和2年度児童手当随時払い（令和2年10月支払分）の支出について
75,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障がい者（児）住宅改修費の支出について（代理受領方式）
1,000,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
198,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
90,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
56,400

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
36,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ用装具等）の支出について（代理受領方式）
55,360

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,007,340

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
12,600

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
20,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ用装具等）の支出について（代理受領方式）
476,001

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
100,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 令和２年度 乳幼児健診等報償金の支出について（令和２年９月南港分）
124,500

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 令和２年度 乳幼児健診等報償金の支出について（令和２年９月分館分）
318,200

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
1,462

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
48,130

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 令和２年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
598

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 令和２年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
84

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 令和２年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
4,926

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 令和２年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
168

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 令和２年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
336

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 令和２年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
3,268

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 令和２年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
1,260

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 令和２年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
11,586

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 令和２年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
84

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 令和２年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
20,016

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 報償費　報償金 令和2年度　健康づくりひろげる講座における講師謝礼金の支出について（9月24日分）
9,580

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（令和２年８月分）
3,634

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（令和２年８月分）
2,508

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（令和２年８月分）
1,890

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（令和２年８月分）
324

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（令和２年８月分）
460

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（令和２年８月分）
1,020

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（令和２年８月分）
1,054

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（保健福祉課９月分）
1,100

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（保健福祉課９月分）
5,996

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（保健福祉課９月分）
5,220

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（保健福祉課９月分）
8,140

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（保健福祉課９月分）
2,970

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（保健福祉課９月分）
336

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（保健福祉課９月分）
7,980

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（保健福祉課９月分）
6,800

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（保健福祉課９月分）
1,800

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,090,485
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住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 成年後見制度（障がい）市長審判請求にかかる報酬助成にかかる経費の支出について（令和元年５月１日～令和２年４月３０日分）
264,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 令和２年度 ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（９月分）
49,800

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（保健福祉課９月分）
3,360

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（保健福祉課９月分）
1,878

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（保健福祉課９月分）
567

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（保健福祉課９月分）
5,500

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（保健福祉課９月分）
5,668

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（保健福祉課９月分）
10,200

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ用装具等）の支出について（代理受領方式）
352,971

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（高齢・介護保険）事務にかかる後納郵便料（令和２年９月分）の支出について
749

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（高齢・介護保険）事務にかかる後納郵便料（令和２年９月分）の支出について
38,520

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立北加賀屋保育所及び御崎保育所にかかる賄材料費の支出について（１０月分）
1,623,170

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（高齢・介護保険）事務にかかる後納郵便料（令和２年９月分）の支出について
111,289

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（高齢・介護保険）事務にかかる後納郵便料（令和２年９月分）の支出について
16,667

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（高齢・介護保険）事務にかかる後納郵便料（令和２年９月分）の支出について
2,041

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（高齢・介護保険）事務にかかる後納郵便料（令和２年９月分）の支出について
670

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
5,690

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
23,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
55,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
5,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
2,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 令和２年度 歯科健康相談事業報償金の支出について（９月分）
31,200

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年９月分　乳幼児健診・がん検診・特定検診等実施にかかる会場使用料の支出について（南港管理センター）
25,011

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
13,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
500

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
30,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
52,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 令和２年９月分　乳幼児健診・がん検診・特定検診等実施にかかる会場使用料の支出について（南港管理センター）
31,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
20,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 軽四輪自動車（住之江区保健福祉センター事業用）長期借入に係る経費の支出について（９月分）
30,470

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ用装具等）の支出について（代理受領方式）
570,024

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉貸付金の支出について９（修学資金・私立大学・第3四半期）
243,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉貸付金の支出について23（修学資金・専修学校（専門）・第3四半期）
94,203

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉貸付金の支出について12（修学資金・国公立大学・第3四半期）
133,950

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉貸付金の支出について18（修学資金・私立大学・第3四半期）
243,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉貸付金の支出について17（修学資金・専修学校【専門】・第3四半期）
238,500

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉貸付金の支出について10（修学資金・私立大学・第3四半期）
243,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉貸付金の支出について１（修学資金・私立大学・第3四半期）
243,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉貸付金の支出について５（修学資金・私立大学・第3四半期）
237,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉貸付金の支出について25（修業資金・第3四半期）
101,250

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉貸付金の支出について13（修学資金・私立大学・第3四半期）
243,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉貸付金の支出について26（修学資金　私立高校　第3四半期分）
135,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉貸付金の支出について16（修学資金・私立大学・第3四半期）
243,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉貸付金の支出について21（修学資金・私立大学・第3四半期）
243,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（高齢・介護保険）業務におけるコピー代金等の支出について（令和２年９月分）
4,559

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（９月分）
11,225

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 大阪市身体（知的）障がい者相談員にかかる報償金の支出について（令和2年4月から令和2年9月分）
45,600
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住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 大阪市身体（知的）障がい者相談員にかかる報償金の支出について（令和2年4月から令和2年9月分）
22,800

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ用装具等）の支出について（代理受領方式）
234,091

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
45,730

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（令和２年９月分）
6,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（令和２年９月分）
5,562

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
17,160

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（令和２年９月分）
6,583

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（令和２年９月分）
504

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（令和２年９月分）
1,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（令和２年９月分）
3,000

住之江区役所 総務課 令和02年10月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議の会議記録等作成業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について
85,250

住之江区役所 総務課 令和02年10月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「住之江区広報紙さざんか」（令和2年9月号）製作業務（概算契約）にかかる経費の支出について
65,255

住之江区役所 総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住之江区広報紙「さざんか」（令和2年9月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
883,996

住之江区役所 総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年度大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（令和２年８月分）
4,895

住之江区役所 総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」（令和2年9月号）配布業務及び配布先宅の見守り業務（概算契約）にかかる経費の支出ついて
424,832

住之江区役所 総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度放課後学習チャレンジ教室事業にかかる労働者派遣契約にかかる経費の支出について（８月分）
45,441

住之江区役所 総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度こども学習サポート事業にかかる委託料の支出について（８月分）
113,602

住之江区役所 総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」（令和2年9月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
276,676

住之江区役所 総務課 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 小中一貫校における特色ある教育環境づくり事業にかかるe-ラーニング教材導入にかかる経費の支出について
14,850

住之江区役所 総務課 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 小中一貫校における特色ある教育環境づくり事業にかかるe-ラーニング教材導入にかかる経費の支出について
14,850

住之江区役所 総務課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高速カラープリンター用インク　買入（単価契約）にかかる経費の支出について（８月納入分）
279,510

住之江区役所 総務課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（９月分２回目）の支出について
1,078

住之江区役所 総務課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（９月分２回目）の支出について
16,210

住之江区役所 総務課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（９月分２回目）の支出について
12,650

住之江区役所 総務課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（９月分２回目）の支出について
2,000

住之江区役所 総務課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（９月分２回目）の支出について
5,000

住之江区役所 総務課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（９月分２回目）の支出について
2,107

住之江区役所 総務課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（９月分２回目）の支出について
11,100

住之江区役所 総務課 令和02年10月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（９月分２回目）の支出について
13,800

住之江区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住之江区役所法律相談等業務にかかる相談料の支出について（案件番号４）
11,000

住之江区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年１０月１９日～１０月２３日支払い分）
300,000

住之江区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（９月分３回目）の支出について
6,267

住之江区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（９月分３回目）の支出について
11,000

住之江区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（９月分３回目）の支出について
3,000

住之江区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（９月分３回目）の支出について
2,000

住之江区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（９月分３回目）の支出について
800

住之江区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　手指消毒アルコール買入にかかる経費の支出について
187,264

住之江区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（１０月分１回目）の支出について
7,255

住之江区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（１０月分１回目）の支出について
2,000

住之江区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金（１０月分１回目）の支出について
7,000

住之江区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（総務）事業用（区民モニター受取人払）後納郵便代金（９月分）の支出について
7,326

住之江区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 高速プリンター（住之江区役所）長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
27,280

住之江区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 住之江区役所事業用軽四輪自動車の長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
22,110

住之江区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区保健福祉センター分館自動ドア保守点検業務委託にかかる経費の支出について（令和２年４月～令和２年９月分）
21,450

住之江区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 南港ポートタウンサービスコーナー清掃業務委託経費の支出について（令和２年９月日常分）
23,100

住之江区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所庁舎及び住之江区保健福祉センター分館清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
649,000

住之江区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式（平成３０年３月借入分）　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
176,723
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住之江区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式（令和２年３月借入分）　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
467,744

住之江区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式（平成２９年３月借入分）　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
29,322

住之江区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎等管理用　日本国旗買入にかかる経費の支出について
10,725

住之江区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　除菌アルコールティッシュ買入にかかる経費の支出について
80,080

住之江区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（１０月分２回目）の支出について
1,650

住之江区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（１０月分２回目）の支出について
3,000

住之江区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（１０月分２回目）の支出について
18,900

住之江区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（１０月分２回目）の支出について
13,349

住之江区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎管理用　住之江区保健福祉センター分館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
35,200

住之江区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　LGWAN接続系利用パソコン等機器（住之江区役所）一式（平成２９年７月借入分）　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
16,541

住之江区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式（平成３１年３月借入分）　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
3,072

住之江区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 大阪市災害対策用職員住宅什器（その２）借入にかかる経費の支出について（９月分）
2,992

住之江区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務事務用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（９月分）
40,860

住之江区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 南港ポートタウンサービスコーナー用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（９月分）
1,476

住之江区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（令和２年９月分）について
16,109

住之江区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口業務用　インターネット回線利用（令和２年９月分）にかかる経費の支出について
3,036

住之江区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（９月分）の支出について
3,192

住之江区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（９月分）の支出について
1,488

住之江区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（９月分）の支出について
4,734

住之江区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（９月分）の支出について
3,465

住之江区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎管理用　住之江区役所雑排水漕等に伴う産業廃棄物処理委託（概算契約）にかかる経費の支出について（令和2年9月29日実施分）
7,920

住之江区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区長応接室設置用ケーブルテレビ使用料（令和２年９月分）の支出について
3,399

住之江区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
12,375

住之江区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（令和２年９月分）について
129,801

住之江区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（令和２年９月分）について
62,040

住之江区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（９月分）の支出について
42,204

住之江区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 在外選挙人名簿調整事務、選挙常時啓発事務および住民投票事務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
224

住之江区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 在外選挙人名簿調整事務、選挙常時啓発事務および住民投票事務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
7,056

住之江区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 在外選挙人名簿調整事務、選挙常時啓発事務および住民投票事務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
6,310

住之江区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 住之江区災害対策職員住宅用賃貸借契約にかかる不動産賃借料（令和２年１１月分）の支出について
98,000

住之江区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遠隔手話・外国語通訳支援モデル事業用タブレット型端末使用料（令和２年９月分）の支出について
4,070

住之江区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 フリーアドレス用　コードレス電話機ほか４点買入にかかる経費の支出について
192,500

住之江区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（１０月分３回目）の支出について
8,800

住之江区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（１０月分３回目）の支出について
2,000

住之江区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（１０月分３回目）の支出について
50,921

住之江区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（１０月分３回目）の支出について
300

住之江区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（１０月分３回目）の支出について
400

住之江区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住之江区役所・保健福祉センター分館電気料金の支出について（令和２年９月分）
787,155

住之江区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住之江区役所・保健福祉センター分館電気料金の支出について（令和２年９月分）
168,634

住之江区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「住之江区広報紙さざんか」（10月号）製作業務にかかる経費の支出について
53,459

住之江区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　住之江区役所１階保健福祉課パーテーション設置にかかる経費の支出について
309,100

住之江区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 証明書発行システム用回線使用料（令和２年９月分）の支出について
7,770

住之江区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター分館専用回線用ひかり電話使用料（令和２年９月分）の支出について
48,980

住之江区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度放課後学習チャレンジ教室事業にかかる労働者派遣契約にかかる経費の支出について（９月分）
449,361

住之江区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度こども学習サポート事業にかかる委託料の支出について（９月分）
464,508

住之江区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 小中一貫校における特色ある教育環境づくり事業にかかるe-ラーニング教材の導入にかかる経費の支出について（９月分）
14,850

住之江区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 小中一貫校における特色ある教育環境づくり事業にかかるe-ラーニング教材の導入にかかる経費の支出について（９月分）
14,850
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住之江区役所 生活支援課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 生活支援課業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（８月分）
32,323

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
76,470

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における紙おむつ代の支出について
609,357

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
130,900

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
591,800

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
34,980

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（小学校）の支出について
21,080

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
16,620

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
1,300

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
37,630

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
374,773

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,164,650

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における紙おむつ代の支出について
349,182

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課一般事務用純正トナーカートリッジ買入経費の支出について
257,257

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
98,550

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
11,500

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
10,270

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 生活支援課一般事務用小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,000

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
790,180

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における妊娠検査料の支出について
4,800

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
359,130

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（中学校）の支出について
47,184

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（小学校）の支出について
175,960

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
16,000

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
26,880

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
1,049,283

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
5,467

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
272,300

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,546,860

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,100

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（９月分）
35,317

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（９月分）
145,620

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（９月分）
456,136

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（９月分）
8,200

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（９月分）
184,953

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（令和２年１１月払い分）
19,700,000

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
579,480

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
191,950

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
143,300

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（令和２年１１月払い分）
11,000,000

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（令和２年１１月払い分）
500,000

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（小学校）の支出について
63,640

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
19,100

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（令和２年１１月払い分）
300,000

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
106,870

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における非指定医療機関診療報酬の支出について
4,830

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（令和２年１１月払い分）
500,000
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住之江区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
25,230

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
664,210

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における紙おむつ代の支出について
340,040

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
74,080

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
223,070

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（９月）
504

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（９月）【会計年度任用職員】
560

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（９月）
560

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（９月）
2,674

住之江区役所 生活支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（９月）
1,143

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所附設会館管理運営事業(住之江区民ホール)会議用テーブル買入にかかる経費の支出について
175,780

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度市民協働型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
87,490

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 No.29　住之江会館使用料にかかる還付金の支出について（令和２年７月16日ほか７件にかかる減額措置分）
3,600

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働事務用乾式電子複写機消耗品等使用料の支出について（９月分）
14,321

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（令和2年9月分）
504

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（令和2年9月分）
974

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度豊かなコミュニティとマルチパートナーシップ等形成促進事業にかかる業務委託料の支出について（令和2年10月～令和3年3月分）
4,844,500

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 協働まちづくり事業にかかる市内出張等交通費の支出について（令和２年９月）
2,127

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 災害対策事務用　タブレット端末使用料（令和2年9月分）の支出について
4,070

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 避難所感染防止対策用　カラーコーンほか1点　買入にかかる経費の支出について
37,400

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 避難所感染防止対策用　養生テープほか1点　買入にかかる経費の支出について
148,087

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 防災啓発用　避難カード配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について
475,921

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 第二回大阪市区役所附設会館指定管理予定者選定有識者会議【南ブロック】にかかる委員報酬・交通費の支出について
85,830

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 第三回大阪市区役所附設会館指定管理予定者選定有識者会議【南ブロック】にかかる委員報酬・交通費の支出について
85,830

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立住之江会館管理運営業務代行料にかかる経費の支出について（第２四半期分）
4,583,333

住吉区役所 総務課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館条例第１４条第１項第２号による既納使用料の還付用資金の支出について（過年度用　１０月分）
350,000

住吉区役所 総務課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（９月分）
8,480

住吉区役所 総務課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（９月分）
336

住吉区役所 総務課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（９月分）
13,440

住吉区役所 総務課 令和02年10月08日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（９月分）
19,695

住吉区役所 総務課 令和02年10月08日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（９月分）
5,000

住吉区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用定額電灯(太陽光パネル分)にかかる電気料金の支出について(９月分)
755

住吉区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業にかかる支出について（令和２年１０月１９日～１０月２３日支払い分）
600,000

住吉区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市住吉区役所一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
13,090

住吉区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について(９月分)
624

住吉区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について(９月分)
2,124

住吉区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について(９月分)
1,740

住吉区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区民センター自動扉開閉装置保守点検整備業務にかかる経費の支出について（７～９月分）
74,250

住吉区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所自動扉開閉装置保守点検整備業務にかかる経費の支出について（７～９月分）
57,750

住吉区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所産業廃棄物収集運搬処分業務にかかる経費の支出について（９月分）
67,436

住吉区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎管理事業用　大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務にかかる経費の支出について（９月分）
700,854

住吉区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（住吉区区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
11,067

住吉区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
134,567

住吉区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　高速プリンター長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
55,000

住吉区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　宿直用寝具の借入にかかる経費の支出について（９月分）
11,825

住吉区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　点字プリンタ等一式の借入にかかる経費の支出について（９月分）
4,565

住吉区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）　一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
595,826
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住吉区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
12,947

住吉区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）（１）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
169,492

住吉区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について(９月分)
252

住吉区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について(９月分)
5,832

住吉区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 庁舎管理事業用　大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務にかかる経費の支出について（９月分）
6,446

住吉区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　モノクロプリンタートナーの買入にかかる経費の支出について
273,900

住吉区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（９月分）
152,178

住吉区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（９月分）
292,165

住吉区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 こども未来プロジェクト（キッズスペースリニューアル）にかかる医療用カーテンの購入及び同経費の支出について
36,960

住吉区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 会計年度任用職員通勤災害に係る療養補償費の支出について（令和２年８月分）
12,226

住吉区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 会計年度任用職員通勤災害に係る療養補償費の支出について（令和２年６月受診分）
50,462

住吉区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 会計年度任用職員通勤災害に係る療養補償費の支出について（令和２年７月受診分）
32,194

住吉区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 会計年度任用職員通勤災害に係る療養補償費の支出について（令和２年９月受診分）
8,672

住吉区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に備えた自助・共助・公助の対策事業用等　インクタンク（純正）外３点の買入にかかる経費の支出について
40,040

住吉区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に備えた自助・共助・公助の対策事業用等　インクタンク（純正）外３点の買入にかかる経費の支出について
196,900

住吉区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に備えた自助・共助・公助の対策事業用等　インクタンク（純正）外３点の買入にかかる経費の支出について
76,780

住吉区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（10月分　１回目）
2,800

住吉区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（９月分）
6,570

住吉区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に備えた自助・共助・公助の対策事業用等　インクタンク（純正）外３点の買入にかかる経費の支出について
76,780

住吉区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（雨水にかかる下水道料金９月分）
17,028

住吉区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（10月分　１回目）
6,300

住吉区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（10月分　１回目）
9,528

住吉区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　食糧費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（10月分　１回目）
3,745

住吉区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（10月分　１回目）
14,920

住吉区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用電気料金の支出について（９月分）
2,170,827

住吉区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用電話料金(市民局証明書発行システム分)の支出について（９月分）
3,885

住吉区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 附設会館用　住吉区民センターガス吸収式冷温水発生機用冷温水１次ポンプ整備業務の実施にかかる経費の支出について
462,000

住吉区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用電話料金の支出について（９月分）
16,508

住吉区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立住吉区民センター施設管理運営業務の実施及び同経費の支出について（第２四半期分）
13,024,309

住吉区役所 地域課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 発電機（住吉区役所）買入経費の支出について
761,200

住吉区役所 地域課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 地域安全防犯対策事業　青色防犯パトロール車両（ガソリン）の道路運送車両法第６２条に規定する継続検査（車検）及び整備並びに必要事務の代行等について（その２）
77,850

住吉区役所 地域課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域安全防犯対策事業　青色防犯防犯パトロール車両の自動車損害賠償保障法に規定する責任保険の契約締結の支出について
21,140

住吉区役所 地域課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 地域安全防犯対策事業　青色防犯防犯パトロール車両の自動車重量税の支出について
6,600

住吉区役所 地域課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に備えた自助・共助・公助の対策事業用小口支払基金の繰入について（９月分）
9,450

住吉区役所 地域課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 災害に備えた自助・共助・公助の対策事業用小口支払基金の繰入について（９月分）
3,795

住吉区役所 地域課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 地域活動協議会補助事業用　小口支払基金の繰入について（９月分）
2,524

住吉区役所 地域課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域見守り支援事業用小口支払基金の支出について（９月分）
84

住吉区役所 地域課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 災害に備えた自助・共助・公助の対策事業用小口支払基金の繰入について（９月分）
1,200

住吉区役所 地域課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 住吉区災害時要援護者管理システム機器一式の長期借入経費の支出について（９月分）
33,880

住吉区役所 地域課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市住吉区における地域コミュニティ支援事業業務委託料の支出について（第３回）
3,232,750

住吉区役所 地域課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度住吉区における啓発指導員の配置等による放置自転車対策業務委託経費の支出について（９月分）
191,202

住吉区役所 地域課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花さかスミちゃん事業用　住吉区花づくり広場にかかる水道料金の支出について　（９月分）
853

住吉区役所 地域課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花さかスミちゃん事業用　住吉区花づくり広場にかかる水道料金の支出について　（９月分）
1,449

住吉区役所 地域課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課郵送代の支出について（９月分）
84

住吉区役所 地域課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課郵送代の支出について（受取人払い９月分）
99

住吉区役所 地域課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課郵送代の支出について（９月分）
1,320

住吉区役所 地域課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課郵送代の支出について（９月分）
1,176
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住吉区役所 地域課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課郵送代の支出について（９月分）
2,016

住吉区役所 地域課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課郵送代の支出について（９月分）
288

住吉区役所 地域課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課郵送代の支出について（受取人払い９月分）
901

住吉区役所 地域課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課郵送代の支出について（９月分）
1,570

住吉区役所 地域課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度「OsakaMetroあびこ駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業」業務委託経費の支出について（７～９月分）
386,400

住吉区役所 地域課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 地域課郵送代の支出について（９月分）
1,374

住吉区役所 地域課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域課市内出張交通費の支出について（９月分）
4,020

住吉区役所 地域課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策事業にかかる通信費の支出について（９月分）
6,057

住吉区役所 地域課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 空家等対策事業用小口支払基金の繰入について（10月分1回目）
13,652

住吉区役所 地域課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に備えた自助・共助・公助事業用　小口支払い基金の繰入について（10月分１回目）
7,130

住吉区役所 地域課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業用　小口支払基金の繰入について（１０月分１回目）
1,937

住吉区役所 地域課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課・政策推進課事務用コピー代金の支出について（９月分）
6,977

住吉区役所 地域課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課・政策推進課事務用コピー代金の支出について（９月分）
1,163

住吉区役所 地域課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課・政策推進課事務用コピー代金の支出について（９月分）
1,162

住吉区役所 地域課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 災害に備えた自助・共助・公助事業用　小口支払い基金の繰入について（10月分１回目）
5,905

住吉区役所 地域課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 地域活動協議会補助事業用　小口支払基金の繰入について（１０月分１回目）
1,937

住吉区役所 地域課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ設置事業　防犯カメラにかかる電気代の支出について　（９月分）
55,116

住吉区役所 地域課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に備えた自助・共助・公助の対策事業及び地域安全防犯対策事業用　レーザープリンタ用トナーカートリッジ（ブラック）外３点の購入経費の支出について
97,117

住吉区役所 地域課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に備えた自助・共助・公助の対策事業及び地域安全防犯対策事業用　レーザープリンタ用トナーカートリッジ（ブラック）外３点の購入経費の支出について
97,116

住吉区役所 住民情報課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費（令和２年度分）の支出について（令和２年８月分）
1,345,914

住吉区役所 住民情報課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費（令和２年度分）の支出について（令和２年８月分）
4,488,156

住吉区役所 住民情報課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課事務用コピー代金の支出について（９月分）
29,407

住吉区役所 住民情報課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報課（住民登録・戸籍）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
98,126

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（特別保育用）の支出について（令和２年１０月分）
20,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（通常保育用）の支出について（令和２年１０月分）
120,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
6,784

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
268,360

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
626,152

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
58,074

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
130,038

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
5,300

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
229,876

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
12,639

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
140,952

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
5,300

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
234,079

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
63,600

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
19,143

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
87,450

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
46,534

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
52,267

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
240,679

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
7,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
7,150

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
15,600

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,802

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
35,600
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住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
12,308

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
14,080

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
16,980

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
269,495

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
343,696

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
85,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
51,209

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
355,335

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
90,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
68,014

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,694

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
39,480

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
96,800

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
4,440

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
199,890

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,730

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
12,330

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
48,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
25,057

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉担当業務（９月分）小口支払基金の繰入について
944

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
22,220

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
887,055

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
852,864

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
159,092

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
7,400

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
144,800

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
288,209

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
47,958

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
89,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
588,494

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
898,716

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉担当業務（９月分）小口支払基金の繰入について
18,736

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉担当業務（９月分）小口支払基金の繰入について
7,617

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 保健福祉担当業務（９月分）小口支払基金の繰入について
10,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
306,285

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
1,060

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
196,880

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の市長審判請求用鑑定費用の支出について
100,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
264,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 専門職によるアウトリーチ電話訪問事業報償金の支出について（令和２年９月分）
44,640

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て教室（のびのびひろば）にかかる講師報償金の支出について（令和２年９月分）
8,600

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 アルコール関連問題講座にかかる講師報償金の支出について（令和２年９月分）
8,600

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
1,214,183

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
528,680
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住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
418,585

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
452,450

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
417,232

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種事業報償金の支出について（令和２年９月１６日分）
74,700

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（壮年）講師料の支出について（令和２年９月分）
30,720

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉事業にかかる講師報償金の支出について（令和２年９月分）
9,040

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　印刷製本費 利用者支援事業にかかるビラの印刷業務の契約締結及び同経費の支出について
62,920

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（令和２年９月分－１）
1,340

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（令和２年９月分－１）
690

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（令和２年９月分－１）
230

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月19日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（令和２年９月分－１）
820

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(９月分)
1,440

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（９月分－１）
4,851

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（９月分－１）
1,298

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（９月分－１）
5,775

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（９月分－１）
5,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（９月分－１）
3,168

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（令和２年９月分）その２
780

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(９月分)
1,540

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(９月分)
2,050

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（９月分－１）
660

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 後見等開始の審判請求用診断書作成費用の支出について
3,300

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 介護保険・高齢者支援事務用アルカリ乾電池　外２７点の購入及び同経費の支出について
15,900

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度住吉区子ども・若者育成支援事業の実施及び経費の支出について（第６回中間払い）（９月分）
280,654

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 介護保険・高齢者支援事務用アルカリ乾電池　外２７点の購入及び同経費の支出について
16,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 介護保険・高齢者支援事務用アルカリ乾電池　外２７点の購入及び同経費の支出について
2,750

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 障がい支援区分認定審査会用・介護認定審査会用お茶買入及び同経費の支出について（その２）
1,947

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(令和２年９月分)
10,350

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
9,540

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 介護保険・高齢者支援事務用アルカリ乾電池　外２７点の購入及び同経費の支出について
16,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 介護保険・高齢者支援事務用アルカリ乾電池　外２７点の購入及び同経費の支出について
32,538

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(令和２年９月分)
63,652

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 介護保険・高齢者支援事務用アルカリ乾電池　外２７点の購入及び同経費の支出について
50,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(令和２年９月分)
12,600

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等報償金の支出について（令和２年９月分）
617,300

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所用賄材料費の支出について（令和２年10月分）
2,287,070

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険・高齢者支援事務用アルカリ乾電池　外２７点の購入及び同経費の支出について
90,920

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険・高齢者支援事務用アルカリ乾電池　外２７点の購入及び同経費の支出について
29,044

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(令和２年９月分)
126,894

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 障がい支援区分認定審査会用・介護認定審査会用お茶買入及び同経費の支出について（その２）
49,612

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(令和２年９月分)
20,800

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 介護保険・高齢者支援事務用アルカリ乾電池　外２７点の購入及び同経費の支出について
12,828

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 介護保険・高齢者支援事務用アルカリ乾電池　外２７点の購入及び同経費の支出について
2,310

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(令和２年９月分)
2,320

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（１階）事務用コピー代金の支出について（９月分）
13,428

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,364
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住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用携帯電話にかかる通信費の支出について（９月分）
11,979

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 はぐあっぷ「地域の拠点づくり・潜在的リスクへのアプローチ」事業にかかる後納郵便料金の支出について（9月分）
9,207

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
16,170

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
672

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
23,668

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
502

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
94

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
252

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
504

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
84

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
504

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
8,096

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,008

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
2,800

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
168

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
16,082

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
20,686

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
366

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
168

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
216,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用コピー代金の支出について（９月分）
21,189

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て支援（いやいやカフェ）にかかる講師報償金の支出について（令和２年１０月分）
8,600

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（令和２年９月支払分）その１
31,232

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（令和２年９月支払分）その１
143,050

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（令和２年９月支払分）その１
5,376

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（令和２年９月支払分）その２
1,264

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（令和２年９月支払分）その１
103,031

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
234,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内等出張交通費の支払いについて（令和２年７・８月分）
1,910

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高齢者支援・介護保険事務用コピー代金の支出について（９月分）
12,936

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
87,450

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
58,074

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
20,161

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
52,267

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
3,680

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
61,067

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
193,219

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
65,254

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
753,934

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
140,952

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
56,074

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
168,434

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
71,474

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
78,705

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
1,717

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
27,132

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
539,446
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住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
47,610

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
101,280

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
9,680

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
52,127

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,400

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
35,550

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,600

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,218

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
19,950

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内等出張交通費の支払いについて（令和２年７・８月分）
1,292

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金用貸付金の支出について（後期）10月～３月分
2,866,902

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金用貸付金の支出について（後期）10月～３月分
71,202

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金用貸付金の支出について（生活資金）10月分
103,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金用貸付金の支出について（第３四半期）10月～12月分
1,307,724

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内等出張交通費の支払いについて（令和２年７・８月分）
1,078

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内等出張交通費の支払いについて（令和２年７・８月分）
320

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内等出張交通費の支払いについて（令和２年７・８月分）
840

住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内等出張交通費の支払いについて（令和２年７・８月分）
504

住吉区役所 政策推進課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度住吉区役所広報紙「広報すみよし」配布業務委託（令和２年４月号～令和３年３月号）（概算契約）経費の支出について（令和２年９月号）
460,059

住吉区役所 政策推進課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年度政策推進課業務にかかる物品購入経費の支出について
123,970

住吉区役所 政策推進課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度住吉区役所点字版「広報すみよし」製作業務委託（令和２年５月号～令和３年４月号）（概算契約）経費の支出について（10月号）
189,343

住吉区役所 政策推進課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 住吉区役所子育て世代向けLINE公式アカウントの月額使用料の支出について（9月分）
5,500

住吉区役所 政策推進課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用モバイルWiFiにかかる通信費の支出について（９月分）
2,312

住吉区役所 政策推進課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度安心して暮らせる地域づくりに貢献する「広報すみよし」配布業務委託における経費の支出について（山之内地域）（９月号）
71,060

住吉区役所 政策推進課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度住吉区役所広報紙「広報すみよし」企画・編集及び印刷業務委託（令和２年５月号～令和３年４月号）（概算契約）における経費の支出について（10月号）
1,102,167

住吉区役所 政策推進課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 政策推進課出張交通費の支出について（令和２年９月分）
4,311

住吉区役所 教育文化課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 住吉区役所スクールソーシャルワーカー派遣事業　小口支払基金の繰入について（９月分）
1,650

住吉区役所 教育文化課 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 教育文化課事業用 令和2年9月分市内出張交通費の支出について（会計年度任用職員：司書分）
24,280

住吉区役所 教育文化課 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 令和２年度　スクールソーシャルワーカーの市内出張交通費の支出について（９月分）
1,180

住吉区役所 教育文化課 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 住吉区役所スクールソーシャルワーカー派遣事業　小口支払基金の繰入について（10月分１回目）
1,650

住吉区役所 教育文化課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（令和２年９月分）
6,496

住吉区役所 教育文化課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（令和２年９月分）
880

住吉区役所 教育文化課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（令和２年９月分）
756

住吉区役所 教育文化課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（令和２年９月分）
84

住吉区役所 教育文化課 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（令和２年９月分）
1,252

住吉区役所 教育文化課 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（令和２年９月、料金受取人払郵便分）
62,073

住吉区役所 教育文化課 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 令和２年度　住吉区役所スクールソーシャルワーカー派遣事業（スーパービジョン）スーパーバイザーへの報償金の支出について（９月分）
24,540

住吉区役所 保険年金課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業収納事務用歳出還付金支払資金の支出について（１０月分・一般及びマル退分）
70,000

住吉区役所 保険年金課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業収納事務用歳出還付金支払資金の支出について（１０月分・一般及びマル退分）
10,000

住吉区役所 保険年金課 令和02年10月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出・一般）
229,289

住吉区役所 保険年金課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,940

住吉区役所 保険年金課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険等事業用市内出張交通費の支出について（４月分）
1,560

住吉区役所 保険年金課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険料収納事務用後納郵便料金の支出について（９月分・後納）
1,616

住吉区役所 保険年金課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険料収納事務用後納郵便料金の支出について（９月分・後納）
540,840

住吉区役所 保険年金課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業収納事務用後納郵便料金の支出について（９月分・受払）
60,104
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住吉区役所 保険年金課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金（９月分)の支出について
6,035

住吉区役所 保険年金課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用（事務室用）コピー代金の支出について（９月分）
6,267

住吉区役所 保険年金課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用（窓口用）コピー代金の支出について（９月分）
4,340

住吉区役所 保険年金課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金（９月分)の支出について
147,251

住吉区役所 保険年金課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金（９月分)の支出について
83,522

住吉区役所 保険年金課 令和02年10月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当（後期）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
159,640

住吉区役所 保険年金課 令和02年10月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当（後期）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
35,784

住吉区役所 保険年金課 令和02年10月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当（後期）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
10,578

住吉区役所 保険年金課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険事業用保険料還付加算金の支出について
5,500

住吉区役所 保険年金課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出・一般）
1,419,601

住吉区役所 保険年金課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（１０月支給決定分）
750,000

住吉区役所 保険年金課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険用出産育児一時金の支出について（１０月支給決定分）
498,258

住吉区役所 保険年金課 令和02年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険用高額療養費の支出について（１０月支給決定分）
3,594

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 生活支援課出張旅費の支出について（７～８月分）
5,150

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（７～８月分）
1,810

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（おむつ）
724,965

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
123,260

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
197,900

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事業用コピー代金の支出について（８月分）
33,726

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
306,354

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
232,158

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料の支出について
502,447

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（医療扶助対象外の妊娠検査料）
3,150

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（引越・家財処分）
130,200

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（おむつ）
823,959

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
25,330

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
360

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護事業用出産扶助費の支出について
14,586

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助費の支出について
990,490

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（おむつ）
38,350

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（おむつ）
1,006,797

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（引越・家財処分）
155,980

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助費の支出について
460,760

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
31,918

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
75,785

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
33,110

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
123,570

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料の支出について
545,140

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（９月分）
12,500

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（おむつ）
85,825

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（引越・家財処分）
59,400

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助費の支出について
239,860

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（おむつ）
38,700

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（おむつ）
278,357

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（引越・家財処分）
1,263,240

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護事業用住宅扶助費の支出について
5,500

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助費の支出について
1,533,311
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住吉区役所 生活支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
119,121

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（おむつ）
25,365

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（引越・家財処分）
154,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助費の支出について(令和２年９月分)
20,090

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（引越・家財処分）
330,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（おむつ）
116,312

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
125,710

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
171,030

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
38,110

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（おむつ）
17,409

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（引越・家財処分・家財保管）
231,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助費の支出について
216,940

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（引越・家財処分）
63,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（おむつ）
39,928

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（おむつ）
62,869

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(令和２年９月分)
1,642

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(令和２年７・８・９・１０月分)
20,370

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助費の支出について
222,440

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助費の支出について
587,900

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
61,310

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「令和２年度　すみよし学びあいサポート事業」の実施及び同経費の支出について（第１四半期）
459,450

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
2,016

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用特定封筒（後払）購入料金の支出について（９月分）
11,100

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,119,223

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 令和2年11月分生活保護費の支出について（1回目）
28,500,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 令和2年11月分生活保護費の支出について（1回目）
13,500,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 令和2年11月分生活保護費の支出について（1回目）
450,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 令和2年11月分生活保護費の支出について（1回目）
50,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 令和2年11月分生活保護費の支出について（1回目）
400,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 令和2年11月分生活保護費の支出について（1回目）
100,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 令和2年11月分生活保護費の支出について（1回目）
900,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
47,624

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
40,580

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料の支出について
509,699

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
121,610

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（おむつ）
119,986

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
91,370

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料（母体保護法第１４条第１項第１号人工妊娠中絶処置費用）の支出について
120,640

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護事業用出産扶助費の支出について
16,440

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助費の支出について
258,560

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事業用コピー代金の支出について（９月分）
28,151

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（おむつ）
155,540

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（引越・家財処分）
190,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（医療扶助対象外の妊娠検査料）
1,250

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助費の支出について(令和２年９月分)
35,511

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助費の支出について
458,630

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（おむつ）
557,648
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住吉区役所 生活支援課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助費の支出について
236,940

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（おむつ）
45,053

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
6,830

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護事業用出産扶助費の支出について
18,630

住吉区役所 生活支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助費の支出について
277,260

東住吉区役所 総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分・前期）
6,555

東住吉区役所 総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分・前期）
46

東住吉区役所 総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分・前期）
910

東住吉区役所 総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分・前期）
9,915

東住吉区役所 総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分・前期）
9,912

東住吉区役所 総務課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用　令和2年度東住吉区役所ほか1ヶ所から排出する産業廃棄物収集運搬処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（8月分）
122,760

東住吉区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉区矢田南部地域における開発条件付き市有地売却に関する開発事業者募集プロポーザル第１回選定会議の開催にかかる選定委員謝礼の支出について
82,500

東住吉区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 一般管理費　庁内情報等利用パソコン修繕経費の支出について
62,855

東住吉区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分・後期）
21,443

東住吉区役所 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 令和２年１１月１日執行予定　大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票の不在者投票及び投票事務にかかる郵便料の支出について
150,000

東住吉区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年10月19日～10月23日支払い分）
1,500,000

東住吉区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分・1回目）
17,048

東住吉区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分・1回目）
8,190

東住吉区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分・2回目）
978

東住吉区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分・2回目）
10,500

東住吉区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分・2回目）
20,512

東住吉区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 団体協議のデジタル音声データのテキスト化業務にかかる経費の支出について（９月１０日分）
22,150

東住吉区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　東住吉区役所エレベーター内装等更新の実施経費の支出について
528,000

東住吉区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成30年3月借入開始分）に係る経費の支出について（令和2年9月分）
177,421

東住吉区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（令和２年３月借入開始分）に係る経費の支出について（令和2年9月分）
496,465

東住吉区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成29年3月1日借入開始分）に係る経費の支出について（令和2年9月分）
54,876

東住吉区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　LGWAN接続系利用パソコン等機器（平成29年7月1日借入開始分）一式長期借入に係る経費の支出について（令和2年9月分）
13,745

東住吉区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成28年3月借入開始分、一部再リース）に係る経費の支出について（令和2年9月分）
12,496

東住吉区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（2019年3月借入開始分）に係る経費の支出について（令和2年9月分）
55,916

東住吉区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成30年3月借入開始分）に係る経費の支出について（令和2年9月分）
2,466

東住吉区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成28年3月借入開始分、一部再リース）に係る経費の支出について（令和2年9月分）
1,562

東住吉区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　東住吉区役所庁舎警備（人的警備）業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（9月分）
246,218

東住吉区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　東住吉区役所外１箇所日常清掃及び定期清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（9月分）
647,900

東住吉区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　東住吉区役所AED（自動体外式除細動器）セット一式長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
11,116

東住吉区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 住民投票用　令和２年11月１日執行予定　大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票にかかるフェイスシールドの買入にかかる経費の支出について
53,762

東住吉区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉区役所法律相談にかかる弁護士報酬の支払について（２－２）
49,500

東住吉区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金（携帯電話）の支出について（令和2年9月分）
1,638

東住吉区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス通信料金の支出について　令和２年９月分（矢田出張所）
4,895

東住吉区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　もと東住吉区役所矢田出張所用地内における樹木の伐採・除草及び撤去業務に係る経費の支出について
297,000

東住吉区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 総務課事務用　東住吉区役所矢田出張所電子レジスター保守点検業務にかかる経費の支出について（7,8,9月分）
47,685

東住吉区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　東住吉区役所矢田出張所等機械警備業務委託　長期継続に係る経費の支出について（7,8月分）
123,200

東住吉区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　東住吉区役所宿日直専門員用寝具等借入（長期継続）にかかる経費の支出について（９月分）
12,100

東住吉区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分・3回目）
3,000

東住吉区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分・3回目）
56,804

東住吉区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（総務課）（9月分）
4,450

東住吉区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（総務課）（9月分）
940

東住吉区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（総務課）（9月分）
3,172
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東住吉区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（総務課　事業企画）（9月分）
55,272

東住吉区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（総務課）（9月分）
120

東住吉区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（総務課）（9月分）
3,182

東住吉区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（総務課）（9月分）
1,932

東住吉区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　令和２年９月分通信料金の支出について（遠隔手話用タブレット）
2,200

東住吉区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（総務課）（9月分）
99,664

東住吉区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（総務課）（9月分）
9,400

東住吉区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 住民投票用　令和２年11月１日執行　大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票にかかる消毒用アルコール（手指用）ほか１点の買入にかかる経費の支出について
126,720

東住吉区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅に係る不動産賃借料の支出について（令和２年11月分）
98,000

東住吉区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　東住吉区役所地下１階機械室給排気ファンＶベルト交換経費の支出について
48,620

東住吉区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区広聴広報事業用　広報紙（令和2年5月号～令和3年4月号）（東住吉区役所）概算印刷にかかる経費の支出について（9月分10月号）
662,640

東住吉区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報事業におけるWifi使用料の支払いについて（令和2年9月分）
4,177

東住吉区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「広報東住吉なでしこ」製作業務（概算契約）の経費の支出について（9月分10月号）
55,391

東住吉区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用大阪市東住吉区役所における窓口案内員業務従事者派遣業務にかかる経費の支出について（9月分）
199,375

東住吉区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　東住吉区役所矢田出張所ほか１ヶ所機械警備業務委託経費の支出について（９月分）
49,500

東住吉区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 広報事業用LINE公式アカウント利用料にかかる経費の支出について（9月分）
5,500

東住吉区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区広聴広報事業用　令和２年度「広報東住吉なでしこ」全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（９月号）
560,221

東住吉区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区広聴広報事業用　東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」編集等業務における経費の支出について（9月分10月号）
312,026

東住吉区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　コピー料金の支出について(9月分)
125,049

東住吉区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金（市内通話料）の支出について（9月分）
25,860

東住吉区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金（証明書発行システム）の支出について（令和2年9月分）
7,770

東住吉区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　令和2年9月分電話料金の支出について（光回線）
405,871

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　１０月分支払資金（歳出一般）
100,000

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　１０月分支払資金（歳出マル退）
2,000

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当事務用　ビニールパッチほか３１点買入にかかる経費の支出について
72,018

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（令和２年８月分）
619

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料等にかかる還付金（現年還付加算金）の支出について（令和２年１０月支払分）
3,100

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（滞繰保険料・歳出還付金・一般）の支出について（令和２年１０月支払分）
1,141,106

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（滞繰保険料・歳出還付金・一般）の支出について（令和２年１０月支払分）
65,634

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（滞繰保険料・歳出還付金・一般）の支出について（令和２年１０月支払分）
222,574

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（滞繰保険料・歳出還付金・退職）の支出について（令和２年１０月支払分）
2,724

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分料金後納郵便料の支出について（住民情報担当事務費）
17,565

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分料金後納郵便料の支出について（住民情報担当事務費）
86,470

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度東住吉区役所電子レジスター保守業務にかかる経費の支出について（令和２年７月～令和２年９月分）
79,200

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）令和２年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
628

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用トナーカートリッジ（その１）ほか５点買入にかかる経費の支出について
205,810

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）令和２年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
3,406

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）令和２年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
78,246

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）令和２年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
79,260

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）令和２年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
5,178

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）令和２年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
750

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）令和２年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
57,415

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）令和２年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
424,471

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）令和２年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
71,038

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）令和２年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
10,788

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
650,000

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用トナーカートリッジ（その１）ほか５点買入にかかる経費の支出について
32,819
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東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）令和２年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
86,958

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）令和２年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
6,930

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）令和２年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
30,748

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）令和２年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
4,663

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）令和２年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
95,422

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）令和２年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
52,398

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（滞繰保険料・歳出還付金・一般）の支出について（令和２年１０月支払分）
213,863

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費の支出について
661,072

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）　コピー料金の支払について（９月分）
5,045

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）　コピー料金の支払について（９月分）
6,353

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）　コピー料金の支払について（９月分）
139

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）　コピー料金の支払について（９月分）
2,255

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）　コピー料金の支払について（９月分）
761

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年９月分・前期　小口支払基金の繰入れについて
1,643

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 令和２年９月分・前期　小口支払基金の繰入れについて
6,999

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健担当事業用　令和２年度　東住吉区保健福祉センター診察衣等洗濯業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第４回目）
880

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 令和２年９月分・前期　小口支払基金の繰入れについて
2,682

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
88,192

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
82,878

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
384,600

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
24,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
36,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
30,800

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
45,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
55,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
201,300

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 令和２年９月分・前期　小口支払基金の繰入れについて
4,814

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分・前期　小口支払基金の繰入れについて
4,200

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分・前期　小口支払基金の繰入れについて
4,200

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（令和2年10月分）
20,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 令和２年９月分・前期　小口支払基金の繰入れについて
1,407

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（令和2年10月分）
60,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護担当）用　ビニールパッチほか31点買入にかかる支出について
35,609

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護担当）用　ビニールパッチほか31点買入にかかる支出について
50,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 令和２年６月分　保健福祉課（福祉・介護保険）市内出張交通費（近接旅費含む）の支出について
414

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について
8,800

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について
5,500

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
52,267

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
11,946

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
22,880

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当支払給付費（令和2年10月期窓口支払分）の支出について
240,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
16,500

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
249,736

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
26,860

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
339,549

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
82,828

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
72,791
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東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
22,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
198,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
24,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
2,438

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
82,878

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
37,020

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当支払給付費（未支払請求分）の支出について
40,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種事業にかかる報償金の支出について（令和２年９月分）
99,600

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる報償金の支出について（令和２年９月分）
31,200

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用の給付経費の支出について（代理受領方式）
71,598

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
83,280

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度　第２回　東住吉区子どもの居場所運営団体等連絡会議にかかる講師謝礼の支出について
10,400

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
145,581

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
9,731

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
11,267

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
82,878

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
152,880

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
106,700

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
88,550

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室にかかる報償金の支出について（令和２年９月２８日実施分）
11,160

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年９月分・後期小口支払基金の繰入れについて
2,085

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
30,570

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
16,960

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修）の支出について
2,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉健康づくり事業（はつらつ脳活性化元気アップ事業、親子の歯の健康講座）にかかる講師謝礼の支出について（令和2年9月分）
32,020

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について
1,315

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
34,640

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
47,753

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
10,949

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
22,880

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について
3,230

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 令和２年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について
418

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 令和２年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について
330

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 令和２年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について
700

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について
3,540

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 養護老人ホーム施設徴収金（平成27年度分）の過年度還付金の支出について
59,800

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 令和２年度母子福祉貸付金の支出について（１０月分から１２月分）
243,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 令和２年度寡婦福祉貸付金の支出について（１０月分から１２月分）
234,900

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 令和２年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について
5,173

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 令和２年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について
10,200

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
216,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
13,750

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（令和２年９月分）
479,700

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
58,074

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
9,540

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
52,267
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東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健担当事業用　令和２年度　東住吉区保健福祉センター診察衣等洗濯業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第５回目）
1,925

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 親子サロンを利用した地域妊産婦教室にかかる講師謝礼の支出について（令和2年9月分）
8,600

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て力アップ　キャッチ＆フォロー事業にかかる講師謝礼の支出について（令和２年１０月分）
9,040

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課用　トナーカートリッジ（その１）ほか５点買入にかかる経費の支出について
13,098

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
294

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
162,074

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
140,556

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
633,434

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
57,346

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
834

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
94

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
11,552

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
168

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
6,114

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
84

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健普及啓発事業にかかる講師料令和2年9月分の支出について
12,400

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
588

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
6,570

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
440

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課用　トナーカートリッジ（その１）ほか５点買入にかかる経費の支出について
2,796

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
21,890

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所運営費用賄材料費の支出について（令和２年１０月分）
1,513,200

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
188

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について
2,200

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
2,684

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,092

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,504

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
37,664

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
82,554

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
710

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
5,128

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
6

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
65,850

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,724

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
12,156

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
2,296

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
36,540

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 令和2年9月分（1/3件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人）の支出について
6,532

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
4,704

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
63,906

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
2,354

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
4,844

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 令和２年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
23,830

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 令和2年9月分保健福祉課（介護保険）後納郵便料の支出について
109,124

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 令和2年9月分（3/3件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人）の支出について
5,643

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 令和2年9月分（2/3件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人）の支出について
23,173

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 令和２年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,032
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東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 令和２年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
3,990

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
264,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
22,880

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
375,118

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
17,140

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
428,862

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
56,330

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
34,417

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和2年度9月分　ソーシャルワーカー用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（令和2年度　住居環境健全化支援事業）
1,029

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
7,546

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 児童虐待アセスメント及び対応力の強化事業にかかる講師謝礼の支出について（令和２年９月２４日実施分）
14,200

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年１０月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（１回目）
1,460

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 令和２年１０月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（１回目）
4,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 令和２年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
14,505

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
24,400

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
17,800

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
22,880

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
22,880

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年１０月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（１回目）
1,990

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 令和２年１０月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（１回目）
552

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（令和2年11月分）
20,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（令和2年11月分）
60,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 令和２年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
19,228

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 令和２年１０月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（１回目）
11,855

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 令和２年１０月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（１回目）
13,600

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・前期）
393

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分・前期）
11,712

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・前期）
1,100

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 防犯・交通安全対策事業用　住宅地図の買入にかかる経費の支出について
12,870

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・前期）
84

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区教育活動サポート事業「民間講師を活用した企画事業」（白鷺中学校第1回）の実施に係る講師謝礼の支出について
65,040

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料のコロナ減額措置（半額）にかかる過年度還付の支出について
2,500

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料のコロナ減額措置（半額）にかかる過年度還付の支出について
2,100

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料のコロナ減額措置（半額）にかかる過年度還付の支出について
1,000

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支払いについて（区民企画課８月）
1,142

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 クラインガルテン広場事業用　変速ディスクグラインダーほか19点買入にかかる経費の支出について
64,900

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料のコロナ減額措置（半額）にかかる過年度還付の支出について
2,000

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料のコロナ減額措置にかかる半額過年度還付の支出について
6,240

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料のコロナ減額措置（半額）にかかる過年度還付の支出について
2,500

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料のコロナ減額措置（半額）にかかる過年度還付の支出について
2,150

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料のコロナ減額措置（半額）にかかる過年度還付の支出について
1,320

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料のコロナ減額措置（半額）にかかる過年度還付の支出について
650

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分・1回目）
130

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分・1回目）
3,793

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分・2回目）
3,111

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーにかかるボランティア保険料の支出について
2,400

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料のコロナ減額措置（半額）にかかる過年度還付の支出について
3,750
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東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料のコロナ減額措置（半額）にかかる過年度還付の支出について
3,300

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料のコロナ減額措置（半額）にかかる過年度還付の支出について
2,200

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月21日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料のコロナ減額措置（半額）にかかる過年度還付の支出について
650

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市立東住吉区老人福祉センターほか２施設の清掃業務一式代金（上半期分）の支出について（共用部分清掃）
50,451

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分・3回目）
440

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
6,636

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
240

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
40,450

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
1,302

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
1,400

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
1,862

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
8,584

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和2年度9月分　地域安全対策用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（防犯・交通安全対策事業）
3,966

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
5,726

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
84

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 令和２年９月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
65,553

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料のコロナ減額措置（半額）にかかる過年度還付の支出について
1,000

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料のコロナ減額措置（半額）にかかる過年度還付の支出について
1,000

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支払いについて（区民企画課９月）
1,500

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料のコロナ減額措置（半額）にかかる過年度還付の支出について
1,320

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 東住吉区教育活動サポート事業におけるサポーターの保険加入にかかる経費の支出について（10月申請分）
110

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 東住吉区教育活動サポート事業におけるサポーターの保険加入にかかる経費の支出について（10月申請分）
18,500

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 東住吉区教育活動サポート事業におけるサポーターの保険加入にかかる経費の支出について（10月申請分）
110

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料 東住吉区教育活動サポート事業におけるサポーターの保険加入にかかる経費の支出について（10月申請分）
9,250

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（９月分）
8,222

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年度　学校体育施設開放事業にかかる消耗品の買入経費の支出について(８月申請分)(運動用品)
74,536

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年度　学校体育施設開放事業にかかる消耗品の買入経費の支出について(８月申請分)(日用品)
58,630

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム体験事業にかかる講師謝礼の支出について（南田辺小）
5,000

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年度　学校体育施設開放事業にかかる消耗品の買入経費の支出について(８月申請分)(運動場整備用品)
60,115

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立東住吉会館管理運営業務にかかる業務代行料　第２四半期（令和２年７月～９月）の支出について（東住吉会館管理運営）
4,608,796

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区教育活動サポート事業「教育活動サポーター」の活動に係る報償金の支出について（9月分）
345,720

東住吉区役所 区民企画課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区教育活動サポート事業「教育活動サポーター」の活動に係る報償金の支出について（9月分）
35,000

東住吉区役所 保護課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
96,823

東住吉区役所 保護課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
17,100

東住吉区役所 保護課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 生活保護事業用　ビニールパッチほか３１点買入の実施及び同経費の支出について（自立相談支援事業用）
42,573

東住吉区役所 保護課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
390,657

東住吉区役所 保護課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費に要する診断書料の支出について
30,900

東住吉区役所 保護課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
41,316

東住吉区役所 保護課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
38,840

東住吉区役所 保護課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
37,080

東住吉区役所 保護課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
239,160

東住吉区役所 保護課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
20,000

東住吉区役所 保護課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
5,808

東住吉区役所 保護課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
22,000

東住吉区役所 保護課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
26,690

東住吉区役所 保護課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
157,092

東住吉区役所 保護課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
4,400
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東住吉区役所 保護課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料等の支出について
19,300

東住吉区役所 保護課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
442,582

東住吉区役所 保護課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
19,114

東住吉区役所 保護課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
6,916

東住吉区役所 保護課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
19,028

東住吉区役所 保護課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における特別障がい者手当の申請に要する診断書料の支出について
2,200

東住吉区役所 保護課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
55,438

東住吉区役所 保護課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
17,390

東住吉区役所 保護課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
587,042

東住吉区役所 保護課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
113,300

東住吉区役所 保護課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における特養等個室利用料の支出について（令和２年８月分）
25,000

東住吉区役所 保護課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
29,150

東住吉区役所 保護課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
11,200

東住吉区役所 保護課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
13,200

東住吉区役所 保護課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
48,960

東住吉区役所 保護課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
28,117

東住吉区役所 保護課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
967,030

東住吉区役所 保護課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
136,951

東住吉区役所 保護課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
2,332

東住吉区役所 保護課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
3,120

東住吉区役所 保護課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料等の支出について
5,000

東住吉区役所 保護課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
6,090

東住吉区役所 保護課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
125,671

東住吉区役所 保護課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
22,320

東住吉区役所 保護課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
20,460

東住吉区役所 保護課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
222,440

東住吉区役所 保護課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
339,136

東住吉区役所 保護課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費に要する診断書料の支出について
15,000

東住吉区役所 保護課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料等の支出について
8,170

東住吉区役所 保護課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
112,764

東住吉区役所 保護課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
23,710

東住吉区役所 保護課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
681,920

東住吉区役所 保護課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
52,472

東住吉区役所 保護課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
136,290

東住吉区役所 保護課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
24,500

東住吉区役所 保護課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における難病申請に要する診断書料の支出について
3,000

東住吉区役所 保護課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
726,050

東住吉区役所 保護課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
32,036

東住吉区役所 保護課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
197,831

東住吉区役所 保護課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
16,960

東住吉区役所 保護課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
4,400

東住吉区役所 保護課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料等の支出について
9,000

東住吉区役所 保護課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
6,090

東住吉区役所 保護課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
229,260

東住吉区役所 保護課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 保護課　出張旅費（８月分）の支出について
3,140

東住吉区役所 保護課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 保護課　出張旅費（８月分）の支出について
1,280

東住吉区役所 保護課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保護課　出張旅費（８月分）の支出について
1,810



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報

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

東住吉区役所 保護課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保護課　出張旅費（８月分）の支出について
680

東住吉区役所 保護課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
394,000

東住吉区役所 保護課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
352,691

東住吉区役所 保護課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
3,674

東住吉区役所 保護課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
26,520

東住吉区役所 保護課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
19,000

東住吉区役所 保護課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
19,300

東住吉区役所 保護課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
120,363

東住吉区役所 保護課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,120,660

東住吉区役所 保護課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
14,900

東住吉区役所 保護課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
6,000

東住吉区役所 保護課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
187,068

東住吉区役所 保護課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
360,250

東住吉区役所 保護課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
17,260

東住吉区役所 保護課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
8,800

東住吉区役所 保護課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
159,580

東住吉区役所 保護課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の手続きに要する協力費の支出について
3,000

東住吉区役所 保護課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
857,380

東住吉区役所 保護課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
948,759

東住吉区役所 保護課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
140,000

東住吉区役所 保護課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における成年後見制度に要する診断書料の支出について
4,720

東住吉区役所 保護課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における特別児童扶養手当の申請に要する診断書料の支出について
5,500

東住吉区役所 保護課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
4,400

東住吉区役所 保護課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
35,640

東住吉区役所 保護課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における老人保健施設の利用にかかる診断書料の支出について
3,300

東住吉区役所 保護課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
18,000

東住吉区役所 保護課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
110,456

東住吉区役所 保護課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護システム用　トナーカートリッジ（その１）ほか５点買入にかかる経費の支出について
58,410

東住吉区役所 保護課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 令和２年１１月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
27,000,000

東住吉区役所 保護課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 令和２年１１月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
17,000,000

東住吉区役所 保護課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 令和２年１１月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
300,000

東住吉区役所 保護課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
26,430

東住吉区役所 保護課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 令和２年１１月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
750,000

東住吉区役所 保護課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 令和２年１１月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
950,000

東住吉区役所 保護課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における短期入所施設に係る食費の支出について
28,892

東住吉区役所 保護課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
88,000

東住吉区役所 保護課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
98,270

東住吉区役所 保護課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
99,000

東住吉区役所 保護課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
3,600

東住吉区役所 保護課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における特養等個室利用料の支出について（令和２年９月分）
24,600

東住吉区役所 保護課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料等の支出について
13,500

東住吉区役所 保護課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
59,430

東住吉区役所 保護課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における難病申請に要する診断書料の支出について
3,000

東住吉区役所 保護課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
39,650

東住吉区役所 保護課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
5,000

東住吉区役所 保護課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
20,300

東住吉区役所 保護課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
204,326
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東住吉区役所 保護課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
29,740

東住吉区役所 保護課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費（死亡診断書料）の支出について
5,500

東住吉区役所 保護課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
817,300

東住吉区役所 保護課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
58,380

東住吉区役所 保護課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
39,400

東住吉区役所 保護課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費に要する診断書料の支出について
14,200

東住吉区役所 保護課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
114,786

東住吉区役所 保護課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
381,810

東住吉区役所 保護課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
373,900

東住吉区役所 保護課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
143,000

東住吉区役所 保護課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
34,244

東住吉区役所 保護課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
14,050

東住吉区役所 保護課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
44,560

東住吉区役所 保護課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
9,900

東住吉区役所 保護課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
19,510

東住吉区役所 保護課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
4,400

東住吉区役所 保護課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
6,090

東住吉区役所 保護課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
688,690

東住吉区役所 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保護課　コピー料金の支出について（９月分）
30,433

東住吉区役所 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保護課　令和２年９月分後納郵便料の支出について
1,026,506

東住吉区役所 保護課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保護課　令和２年９月分料金受取人払郵便料の支出について
126,576

平野区役所 総務課 令和02年10月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所乾式複写機使用にかかる経費の支出について（令和２年８月分）
185,871

平野区役所 総務課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所人事事務用質疑応答地方公務員法の追録の買入（概算契約）及び同経費の支出について
7,106

平野区役所 総務課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用地方財務提要の追録買入（概算契約）の実施および同経費の支出について（令和２年９月１４日納品分・追録番号５８３－５８８）
16,698

平野区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用蛍光灯他1点の買入及び同経費の支出について
37,950

平野区役所 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票にかかる事務用切手の買入について
33,900

平野区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年10月19日～10月23日支払い分）
1,100,000

平野区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度平野区役所（平野区北部サービスセンター含む）産業廃棄物収集運搬・処分業務委託（概算契約）令和２年８月分
63,486

平野区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　平野区役所（平野区北部サービスセンター含む）から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）令和２年８月分
13,415

平野区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について(令和2年9月分)
10,319

平野区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 総務課小口支払基金繰入金の支出について(令和2年9月分)
140

平野区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 総務課小口支払基金繰入金の支出について(令和2年9月分)
800

平野区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 平野区役所氷蓄熱ユニット温度調節器交換業務委託の実施及び同経費の支出について
423,500

平野区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 平野区役所１階正面玄関南外側自動ドアの修繕並びに同経費の支出について
7,700

平野区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 平野区役所地下駐車場入り口床面修繕の実施及び同経費の支出について
429,000

平野区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用クリア―ホルダー他９点の買入及び同経費の支出について
72,996

平野区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 令和２年国勢調査の調査員引き渡し会の資料運搬業務委託の実施及び同経費の支出について
253,000

平野区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平野区役所事務用市内出張交通費の支出について（令和２年６～８月分）
884

平野区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平野区役所事務用市内出張交通費の支出について（令和２年６～８月分）
16,289

平野区役所 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 旅費　普通旅費 平野区役所事務用市内出張交通費の支出について（令和２年６～８月分）
920

平野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平野区役所下水道使用料（令和2年9月分）の支出について
197,637

平野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 平野区役所蓄熱タンク水漏れ修繕の実施及び同経費の支出について
605,000

平野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平野区役所タブレット使用にかかる回線使用料の支出について（令和2年9月分）
7,250

平野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所１階及び３階（保健福祉課）窓口案内業務委託の実施にかかる同経費の支出について（令和２年８月分）
739,750

平野区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 平野区選挙管理委員会事務局後納郵便９月分について
8,434

平野区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所庁舎外１箇所清掃業務委託（長期継続）実施及び同経費の支出について（令和2年9月分）
730,070

平野区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平野区役所事務用庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和元年度契約分）令和２年９月分
685,888
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平野区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用パソコン等機器（平野区役所）長期借入契約の実施および同経費の支出について（令和２年９月分）
33,770

平野区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（平野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
11,067

平野区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市平野区役所庁内情報利用パソコン（平成27年度一括調達分）長期借入（再リース）に係る経費の支出並びに同契約の締結について（令和２年９月分）
14,850

平野区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（平野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成29年度契約分）令和２年９月分
319,096

平野区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平野区役所宿日直用寝具賃貸借業務にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
27,500

平野区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平野区事務用高速インクジェットプリンター長期借入及び同経費の支出について（令和２年９月分）
113,942

平野区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（平野区役所）一式長期借入契約の実施及び同経費の支出について（令和２年９月分）
3,072

平野区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 大阪市を廃止し特別区を設置することについての期日前投票及び投票事務にかかる感染症対策用手指消毒液外6件の購入および同経費の支出について
689,370

平野区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 大阪市を廃止し特別区を設置することについての期日前投票及び投票事務用養生テープ他14件の購入および同経費の支出について
565,640

平野区役所 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　食糧費 大阪市を廃止し特別区を設置することについての期日前投票及び投票事務用お茶外3件の購入および同経費の支出について
19,148

平野区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平野区北部サービスセンターにかかる電気料金（令和2年9月分）の支出について
84,979

平野区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平野区役所にかかる電気料金（令和2年9月分）の支出について
1,954,277

平野区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平野区役所総務課事務用・統計事務用後納郵便にかかる経費の支出について(令和2年9月分)
39,952

平野区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北部サービスセンターおよび南部サービスセンターのインターネット使用にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
9,790

平野区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区北部サービスセンター機械警備業務にかかる所要経費の支出について（令和２年９月分）
7,700

平野区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 もと瓜破出張所機械警備にかかる契約の締結及び同経費の支出について（令和２年９月分）
20,548

平野区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 平野区役所総務課事務用・統計事務用後納郵便にかかる経費の支出について(令和2年9月分)
1,510,902

平野区役所 住民情報課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報課送付事務用切手の購入にかかる経費の支出について
41,500

平野区役所 住民情報課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市平野区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）の経費の支出について（令和２年８月分）
928,096

平野区役所 住民情報課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）の経費の支出について（令和２年８月分）
4,833,704

平野区役所 住民情報課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課事務用消耗品（カラー用紙外23点）の購入及び同経費の支出について
84,156

平野区役所 住民情報課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課事務用書籍の購入及び同所要経費の支出について
22,220

平野区役所 住民情報課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 住民情報課事務用後納郵便の支出について（９月分）
27,798

平野区役所 住民情報課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課事務用書籍の購入および同経費の支出について
4,070

平野区役所 住民情報課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報課事務用後納郵便の支出について（９月分）
113,396

平野区役所 住民情報課 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 住民情報課就学事務用通信運搬費（後納料金）の支出について（令和2年9月分）
86,635

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナ感染症にかかる使用料減額措置に伴う平野区民センター使用料の還付における過年度支出について（平成３１年度領収分）
7,640

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用消毒液 外２件の購入にかかる経費の支出について（瓜破北・長吉六反地域活動協議会）
89,650

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用タープの購入にかかる経費の支出について（加美東地域活動協議会）
45,617

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平野区民センター使用料の還付における過年度支出について（平成３１年度領収分）
2,700

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用熱中対策用お茶（緑茶）の購入にかかる経費の支出について（平野地域活動協議会）
7,387

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　蛍光マーカー　外20点の購入経費の支出について
53,438

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全安心まちづくり課小口支払基金繰入金の支払について（９月分）
23,462

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 安全安心まちづくり課小口支払基金繰入金の支払について（９月分）
15,000

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 安全安心まちづくり課小口支払基金繰入金の支払について（９月分）
168

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域資源を活用した公園美化・多世代交流事業の委託料の支出について（第２四半期分）
49,125

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 安全安心まちづくり課小口支払基金繰入金の支払について（９月分）
1,600

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 災害に強いまちづくり推進事業用トランシーバー電波利用料の支出について（２台分）
800

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナ感染症にかかる使用料減額措置に伴う平野区民センター使用料の還付における過年度支出について（平成３１年度領収分）
35,360

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト事業用　自転車前かご用ひったくり防止カバー購入経費の支出について
755,700

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト事業　防犯カメラ一式　にかかる購入経費の支出について
169,400

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 社会教育関係団体学習会促進事業にかかる講師謝礼の支出について
15,050

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市平野区における新たな地域コミュニティ支援事業の委託契約料の支出について（第３四半期分）
5,230,250

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナ感染症にかかる使用料減額措置に伴う平野区民ホール使用料の還付における過年度支出について（平成31年度領収分）
14,380

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域資源を活用した公園美化・多世代交流事業の委託料の支出について（第３四半期分）
54,125

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用熱中対策用お茶（緑茶）の購入にかかる経費の支出について（長原東地域活動協議会）
96,110

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 安全安心まちづくり課業務用後納郵便料金の支払いについて（９月分）
588
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平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 安全安心まちづくり課業務用後納郵便料金の支払いについて（９月分）
1,008

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 安全安心まちづくり課業務用後納郵便料金の支払いについて（９月分）
698

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 安全安心まちづくり課業務用後納郵便料金の支払いについて（９月分）
10,594

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 安全安心まちづくり課業務用後納郵便料金の支払いについて（９月分）
384

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 安全安心まちづくり課業務用後納郵便料金の支払いについて（９月分）
834

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 安全安心まちづくり課業務用後納郵便料金の支払いについて（９月分）
178

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度コミュニティ育成事業の委託契約の経費の支出について（第3四半期分）
1,198,582

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度区役所附設会館管理運営業務の実施にかかる経費の支出について（第３四半期分）
17,370,759

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用　防犯提灯用電気コード（長吉出戸地域活動協議会）の購入にかかる経費の支出について
24,640

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナ感染症にかかる使用料減額措置に伴う平野区民センター使用料の還付における過年度支出について（平成３１年度領収分）
4,200

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年10月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナ感染症にかかる使用料減額措置に伴う平野区民センター使用料の還付における過年度支出について（平成３１年度領収分）
43,880

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 令和２年１０月分市立保育所消耗品費（特別保育分）の支出について
30,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 令和２年１０月分市立保育所消耗品費の支出について
150,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（８月分）
7,361

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（８月分）
6,500

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 精神保健、結核対策事業にかかる市内等出張交通費の支出について（8月分）
440

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健、結核対策事業にかかる市内等出張交通費の支出について（8月分）
1,266

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 令和２年８月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
778,500

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
234,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品（ゴミ袋他29点）の購入並びに同所要経費の支出について
10,680

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品（ゴミ袋他29点）の購入並びに同所要経費の支出について
66,602

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,760

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 令和２年９月分　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について
149,400

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品（ゴミ袋他29点）の購入並びに同所要経費の支出について
3,289

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品（ゴミ袋他29点）の購入並びに同所要経費の支出について
1,288

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品（ゴミ袋他29点）の購入並びに同所要経費の支出について
29,572

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度児童手当給付費にかかる支出について
30,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度児童手当給付費にかかる支出について
140,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品（ゴミ袋他29点）の購入並びに同所要経費の支出について
16,581

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品（ゴミ袋他29点）の購入並びに同所要経費の支出について
43,093

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品（ゴミ袋他29点）の購入並びに同所要経費の支出について
25,846

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
32,865

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
8,586

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
240,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について　（第２号）
260,449

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
21,592

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
476,525

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
48,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
286,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
1,212,958

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
98,880

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,250

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
7,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度兵庫県こころのケアセンター専門研修「ＤＶ被害者のこころのケア」受講にかかる会費の支出について
2,500

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
72,791

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
66,093
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平野区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
82,957

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
1,039,592

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
58,074

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
159,228

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
43,646

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
87,450

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
394,970

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
91,950

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
110,664

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
42,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
32,280

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
53,280

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
148,800

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 令和２年９月１６日実施分歯科健康相談事業医師等報償金の支出について
37,500

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会事務用飲料購入にかかる所要経費の支出について
24,468

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
71,716

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
176,070

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
18,600

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,440

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 音声付順番案内システム機器一式（平野区役所）長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
173,250

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
377,066

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 母子生活支援施設入所にかかる管外出張交通費の支出について（８月31日）
19,780

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
10,647

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
840

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
4,690

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
5,161

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
440,570

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
56,074

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
6,535

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
14,300

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
79,210

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
32,480

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
311,368

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
26,030

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
840

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
15,291

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
56,074

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
113,420

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
28,161

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
108,290

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課地域福祉担当事務用番号発行機用ロール紙の購入にかかる経費の支出について
55,440

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（壮年）「女性の健康力アップセミナー」にかかる講師報償金の支出について
9,160

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（９月分）
920
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平野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 厚生統計調査用書籍の購入及び同所要経費の支出について
850

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
26,870

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
7,560

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度ひらの青春生活応援事業業務委託契約経費の支出について（第６回中間）
559,291

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
46,096

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
25,200

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
25,588

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
147,584

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
72,791

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障がい者（児）住宅改修費の支出について（代理受領方式）
221,390

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
9,850

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
26,400

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
44,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
48,090

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 厚生統計調査用書籍の購入及び同所要経費の支出について
14,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
56,930

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
20,832

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
41,990

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
153,300

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
43,270

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
64,158

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
40,980

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
135,312

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用９月分後納郵便料（料金受取人払い）の支出について
47,179

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
22,303

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について（№31-18）
3,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年度児童虐待防止広報用物品の購入及び同経費の支出について
42,735

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
38,500

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,122

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
14,850

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　地域福祉活動コーディネーター事業業務委託にかかる経費の支出について（第３四半期分）
11,969,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
240,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（９月分）
8,845

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（９月分）
6,500

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平野区子育て支援関係者連絡会スキルアップ講座にかかる講師謝礼の支出について
12,420

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
7,526

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
205,294

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
345,597

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
139,490

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
166,955

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,590

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 令和２年１０月分市立保育所給食賄材料費の支出について
3,351,490

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
138,830
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平野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（9月分）
700

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
58,074

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
114,148

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
433,579

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
233,688

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
267,413

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（9月分）
280

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（9月分）
84

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（9月分）
618

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（9月分）
644

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（9月分）
14,002

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（9月分）
84

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（9月分）
336

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 令和２年１０月７日実施分歯科健康相談事業医師等報償金の支出について
31,200

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（9月分）
20,406

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業にかかる市内等出張交通費の支出について（9月分）
4,124

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（9月分）
94

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（9月分）
8,716

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（9月分）
672

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 令和２年９月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
827,660

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（9月分）
36,650

平野区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（9月分）
84

平野区役所 政策推進課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 令和２年度平野区区政会議運営事業にかかる筆耕翻訳料の支出について（令和２年８月19日～21日分）
131,284

平野区役所 政策推進課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年度政策推進課用事務物品（附箋他27点）の購入及び同経費の支出について
90,860

平野区役所 政策推進課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 広聴・広報事業用点字プリンター等一式の借入について（令和２年９月分）
4,565

平野区役所 政策推進課 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 平野区戦略支援予算（区次長枠）こどもの「生きる力」育成支援事業指導員保険料および加入手数料の支出について
140

平野区役所 政策推進課 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 平野区戦略支援予算（区次長枠）こどもの「生きる力」育成支援事業指導員保険料および加入手数料の支出について
2,400

平野区役所 政策推進課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平野区こども学力サポート事業指導員保険料および加入手数料の支出について（令和２年１０月２２日執行分）
140

平野区役所 政策推進課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平野区こども学力サポート事業指導員保険料および加入手数料の支出について（令和２年１０月２２日執行分）
800

平野区役所 政策推進課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 令和2年度平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について（１０月号）
599,093

平野区役所 政策推進課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について（１０月号）
110,000

平野区役所 政策推進課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（９月分）
480

平野区役所 政策推進課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（９月分）
1,218

平野区役所 政策推進課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（９月分）
350

平野区役所 政策推進課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（９月分）
210

平野区役所 政策推進課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（９月分）
754

平野区役所 政策推進課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度平野区広報紙「広報ひらの」全戸配布業務（概算契約）にかかる経費の支出について（１０月号）
710,263

平野区役所 政策推進課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平野区こども学力サポート事業指導員報償金の支出について（令和２年９月分）
416,920

平野区役所 政策推進課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平野区戦略支援予算（区次長枠）こどもの「生きる力」育成支援事業に係る報償金の支出について（令和２年９月分）
293,040

平野区役所 政策推進課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平野区戦略支援予算（区次長枠）こどもの「生きる力」育成支援事業に係る報償金の支出について（令和２年９月分）
443,250

平野区役所 生活支援課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
498,126

平野区役所 生活支援課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（令和２年７～９月分）
500,061

平野区役所 生活支援課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（９月分）の支払いについて
47,072

平野区役所 生活支援課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
9,702

平野区役所 生活支援課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
2,970

平野区役所 生活支援課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
15,800

平野区役所 生活支援課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
19,000
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平野区役所 生活支援課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
2,640

平野区役所 生活支援課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
1,980

平野区役所 生活支援課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
41,480

平野区役所 生活支援課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
20,450

平野区役所 生活支援課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
7,248

平野区役所 生活支援課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（令和２年７～９月分）
526,902

平野区役所 生活支援課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
161,700

平野区役所 生活支援課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
36,970

平野区役所 生活支援課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
301,066

平野区役所 生活支援課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務における通院移送費の支払について（令和２年８月分）
36,600

平野区役所 生活支援課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
2,880

平野区役所 生活支援課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
1,081,130

平野区役所 生活支援課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
117,368

平野区役所 生活支援課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（令和２年７～９月分）
317,775

平野区役所 生活支援課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
60,790

平野区役所 生活支援課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
5,500

平野区役所 生活支援課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
23,846

平野区役所 生活支援課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（令和２年８～９月分）
969,918

平野区役所 生活支援課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
88,000

平野区役所 生活支援課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における生活扶助費（移送費）の支出について
1,528

平野区役所 生活支援課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金（通院移送費）令和２年７月～９月分の支出について
173,050

平野区役所 生活支援課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
57,460

平野区役所 生活支援課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
164,474

平野区役所 生活支援課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
444,880

平野区役所 生活支援課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（令和２年８・９月分）
478,016

平野区役所 生活支援課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
13,600

平野区役所 生活支援課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
18,034

平野区役所 生活支援課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
2,915

平野区役所 生活支援課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
87,000

平野区役所 生活支援課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
78,040

平野区役所 生活支援課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
299,500

平野区役所 生活支援課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（令和２年７～９月分）
177,581

平野区役所 生活支援課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
44,000

平野区役所 生活支援課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
22,000

平野区役所 生活支援課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
63,470

平野区役所 生活支援課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
225,930

平野区役所 生活支援課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
651,980

平野区役所 生活支援課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかる小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
4,000

平野区役所 生活支援課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 生活保護事務にかかる小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
7,920

平野区役所 生活支援課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
11,100

平野区役所 生活支援課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
6,512

平野区役所 生活支援課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
6,090

平野区役所 生活支援課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
43,790

平野区役所 生活支援課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
20,100

平野区役所 生活支援課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
30,030

平野区役所 生活支援課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
25,300

平野区役所 生活支援課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
382,856
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平野区役所 生活支援課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護業務用令和２年１０月分出産扶助費の支出について（出産扶助追加分）
6,730

平野区役所 生活支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（令和２年５～９月分）
487,248

平野区役所 生活支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
561,000

平野区役所 生活支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
198,000

平野区役所 生活支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（令和　2年　８～９月分）の支払いについて
9,244

平野区役所 生活支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
10,200

平野区役所 生活支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務における通院移送費の支払について（令和２年９月分）
140,570

平野区役所 生活支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
55,840

平野区役所 生活支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
2,269,870

平野区役所 生活支援課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
36,750

平野区役所 生活支援課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
471,900

平野区役所 生活支援課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（令和２年８～１０月分）
384,684

平野区役所 生活支援課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
53,350

平野区役所 生活支援課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
1,936

平野区役所 生活支援課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費・死亡診断書料の支払について
475,850

平野区役所 生活支援課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における生活扶助費（紙おむつ代・断酒会移送費）の支出について
27,400

平野区役所 生活支援課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（令和２年８～１０月分）
433,520

平野区役所 生活支援課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
308,000

平野区役所 生活支援課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（令和２年９月分）の支払いについて
27,390

平野区役所 生活支援課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
5,115

平野区役所 生活支援課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（令和2年7月分）
10,398

平野区役所 生活支援課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
338,784

平野区役所 生活支援課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金（通院移送費）令和２年７月～９月分の支出について
415,740

平野区役所 生活支援課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
37,970

平野区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかる事務用品（つづりひも外３２点）の購入に係る所要経費の支出について
243,210

平野区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
1,730,829

平野区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用令和２年１１月分生活保護費の支出について
40,000,000

平野区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務用令和２年１１月分生活保護費の支出について
18,000,000

平野区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務用令和２年１１月分生活保護費の支出について
300,000

平野区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（令和２年９・１０月分）の支払いについて
9,515

平野区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
11,430

平野区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用令和２年１１月分生活保護費の支出について
20,000

平野区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用令和２年１１月分生活保護費の支出について
500,000

平野区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
89,760

平野区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
11,317

平野区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　長期入院患者にかかる診療報酬の支出について
44,400

平野区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
53,500

平野区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護業務用令和２年１１月分生活保護費の支出について
20,000

平野区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護業務用令和２年１１月分生活保護費の支出について
600,000

平野区役所 生活支援課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務用令和２年１１月分生活保護費の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（令和２年７～10月分）
502,348

平野区役所 生活支援課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における生活扶助費（紙おむつ代）の支出について
10,932

平野区役所 生活支援課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
2,000

平野区役所 生活支援課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
5,000

平野区役所 生活支援課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
9,510

平野区役所 生活支援課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
72,930

平野区役所 生活支援課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務における移送費の支払について（令和２年９月分）
251,160
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平野区役所 生活支援課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
1,048,273

平野区役所 生活支援課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金（通院移送費）令和２年８月～10月分の支出について
522,351

平野区役所 生活支援課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課乾式複写機使用にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
77,137

平野区役所 生活支援課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
57,190

平野区役所 生活支援課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
248,820

平野区役所 生活支援課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
417,760

平野区役所 生活支援課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
644,620

平野区役所 生活支援課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
311,600

平野区役所 生活支援課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
297,000

平野区役所 生活支援課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（令和２年５～７月分）
383,005

平野区役所 生活支援課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる短期入所サービス費用の支出について
24,600

平野区役所 生活支援課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
170,430

平野区役所 生活支援課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（令和２年６・８～10月分）
200,835

平野区役所 生活支援課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金【通院移送費】（令和２年８月～１０月分）と文書料の支出について
144,135

平野区役所 生活支援課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
53,890

平野区役所 生活支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（６～１０月分）
181,920

平野区役所 生活支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における生活扶助費の支出について
8,440

平野区役所 生活支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
58,740

平野区役所 生活支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
8,525

平野区役所 生活支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
17,820

平野区役所 生活支援課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
195,888

平野区役所 保険年金課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）令和２年１０月分支払資金の支出について
100,000

平野区役所 保険年金課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・退職）令和２年１０月分支払資金の支出について
10,000

平野区役所 保険年金課 令和02年10月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金課乾式複写機使用にかかる経費の支出について（８月分）
25,286

平野区役所 保険年金課 令和02年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金受取代理の支出について（令和２年７月１７日受付分）
420,000

平野区役所 保険年金課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（油性ペン外26点）の買入並びに同経費の支出について
24,859

平野区役所 保険年金課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（油性ペン外26点）の買入並びに同経費の支出について
15,576

平野区役所 保険年金課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（油性ペン外26点）の買入並びに同経費の支出について
1,205

平野区役所 保険年金課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（油性ペン外26点）の買入並びに同経費の支出について
13,100

平野区役所 保険年金課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料還付金（還付加算金）の支出について（10月９日支払分）
3,800

平野区役所 保険年金課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（10月９日支払分）
3,589,560

平野区役所 保険年金課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について（10月９日支払分）
1,057

平野区役所 保険年金課 令和02年10月09日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（油性ペン外26点）の買入並びに同経費の支出について
15,000

平野区役所 保険年金課 令和02年10月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 資格喪失後受診に伴う療養費等の返納金精算について
272,496

平野区役所 保険年金課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金課令和２年５～８月分市内出張交通費の支出について
802

平野区役所 保険年金課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金課令和２年５～８月分市内出張交通費の支出について
882

平野区役所 保険年金課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金課令和２年５～８月分市内出張交通費の支出について
3,420

平野区役所 保険年金課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料還付金（還付加算金）の支出について（10月27日支払分）
1,200

平野区役所 保険年金課 令和02年10月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（10月27日支払分）
1,122,389

平野区役所 保険年金課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課事務用令和２年９月分後納郵便料の支出について
12,260

平野区役所 保険年金課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金課乾式複写機使用にかかる経費の支出について（９月分）
21,148

平野区役所 保険年金課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課事務用令和２年９月分後納郵便料の支出について
108,074

平野区役所 保険年金課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課事務用令和２年９月分後納郵便料の支出について
55,564

平野区役所 保険年金課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課事務用令和２年９月分後納郵便料の支出について
742,793

平野区役所 保険年金課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課事務用令和２年９月分後納郵便料の支出について
109,527

平野区役所 保険年金課 令和02年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金課事務用令和２年９月分後納郵便料の支出について
158,317

平野区役所 保険年金課 令和02年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金課事務用令和２年９月分後納郵便料の支出について
127,458
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平野区役所 保険年金課 令和02年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課事務用令和２年９月分後納郵便料の支出について
95,965

平野区役所 保険年金課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（令和２年９月受付分・一般）
1,347,591

平野区役所 保険年金課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（令和２年９月受付分）
1,700,000

平野区役所 保険年金課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（令和２年９月受付分）
1,341,730

西成区役所 総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区庁舎設備維持管理用　シグナルエイドの購入経費の支出について
24,200

西成区役所 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　ガス代（空調系）の支出について（９月分）
577,087

西成区役所 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用　令和２年度西成区役所庁舎清掃業務委託（定期清掃）経費の支出について（令和２年９月分）
334,290

西成区役所 総務課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用　令和２年度西成区合同庁舎自動ドア保守点検業務の経費の支出について（第２四半期分）
130,414

西成区役所 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年１０月１９日～１０月２３日支払い分）
7,000,000

西成区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 西成区役所総合企画担当の事業にかかる会議録作成業務（単価契約）の経費の支出について（9月依頼分）
16,005

西成区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　令和２年度西成区合同庁舎機械警備業務及び機械警備保守点検業務に係る経費の支出について（９月分）
61,864

西成区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（西成区役所）一式　長期借入の経費の支出について（令和２年９月分）
8,154

西成区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式　長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
264,696

西成区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）（２）一式　長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
124,610

西成区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式　長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
77,887

西成区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
67,353

西成区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式　長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
875,412

西成区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式　長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
12,438

西成区役所 総務課 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式　長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
2,423

西成区役所 総務課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　点字版西成区広報紙「にしなり我が町」（令和２年５月号～令和３年４月号）製作業務委託（概算契約）経費の支出について（10月号）
88,110

西成区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 令和２年度　西成区広報紙「にしなり我が町」新聞折込広告業務委託（概算契約）経費の支出について（10月号）
182,177

西成区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区合同庁舎防災センター中央監視業務にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
195,800

西成区役所 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 国勢調査事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
1,008

西成区役所 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度　西成区広報紙「にしなり我が町」企画編集及び印刷業務委託経費の支出について（10月号）
697,400

西成区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（１０月～１２月分）の支出（口座自動引落払い）について
360,000

西成区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用ガス代（系統系）の資金前渡支出について（令和２年１０月～３月分）
25,000

西成区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（１０月～１２月分）の支出（口座自動引落払い）について
720,000

西成区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度西成区役所宿日直用寝具賃貸借業務に係る経費の支出について（９月分）
14,190

西成区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（１０月～１２月分）の支出（口座自動引落払い）について
4,500

西成区役所 総務課 令和02年10月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（１０月～１２月分）の支出（口座自動引落払い）について
9,000

西成区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票にかかるクリアホルダー外31点の購入経費の支出について
3,784

西成区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票にかかるクリアホルダー外31点の購入経費の支出について
299,090

西成区役所 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　食糧費 大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票にかかるクリアホルダー外31点の購入経費の支出について
8,769

西成区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 特区構想エリアマネジメント協議会運営事業分　あいりん地域まちづくり会議等出席にかかる報償金の支出について（８月分）
409,460

西成区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報、区政会議運営事業及び総務課一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
6,840

西成区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報、区政会議運営事業及び総務課一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
84

西成区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報、区政会議運営事業及び総務課一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
624

西成区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報、区政会議運営事業及び総務課一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
474

西成区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎維持管理用　西成区役所　中央監視装置電源基盤交換業務の実施経費の支出について
77,000

西成区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙及び大阪市を廃止し特別区を設置することについての住民投票用　後納郵便料金の支出について（９月分）
1,728

西成区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙及び大阪市を廃止し特別区を設置することについての住民投票用　後納郵便料金の支出について（９月分）
3,360

西成区役所 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 選挙及び大阪市を廃止し特別区を設置することについての住民投票用　後納郵便料金の支出について（９月分）
2,604

西成区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区役所　携帯電話通信事業者が提供するデータ通信サービスへの加入及びタブレット型コンピューターレンタル契約にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
3,740

西成区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 西成区役所　携帯電話通信事業者が提供するデータ通信サービスへの加入及びタブレット型コンピューターレンタル契約にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
330

西成区役所 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 大阪市を廃止し特別区を設置することについての投票にかかる消毒用アルコール外４点の購入経費の支出について
415,558

西成区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課事務用市内出張交通費の支出について（令和２年８月分）
7,868

西成区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　新聞未購読世帯への西成区広報紙「にしなり我が町」配付業務委託（概算契約）経費の支出について（10月号）
102,215
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西成区役所 総務課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用　障がい者の就業訓練を目的とした西成区役所清掃委託業務（日常清掃）【長期継続】経費の支出について（令和２年９月分）
525,912

西成区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 国勢調査用等小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
107

西成区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 国勢調査用等小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
1,752

西成区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 需用費　消耗品費 国勢調査用等小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
7,739

西成区役所 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 国勢調査用等小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
740

西成区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持管理用　電気代の支出（口座自動引落払い）について（９月分）
1,690,570

西成区役所 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 令和２年国勢調査に係る調査用品の区内施設等への運搬業務の実施及び同経費の支出について
132,000

西成区役所 市民協働課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化推進事業及び区における人権啓発推進事業用のぼり旗の購入経費の支出について
18,150

西成区役所 市民協働課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化推進事業及び区における人権啓発推進事業用のぼり旗の購入経費の支出について
26,400

西成区役所 市民協働課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 防犯対策事業用　青色防犯パトロール車にかかる自動車損害共済基金分担金の支出について
1,464

西成区役所 市民協働課 令和02年10月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料還付事務用　令和2年8月分還付資金（過年度支出分）追加分の支払いについて
2,160

西成区役所 市民協働課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 防犯対策事業用及び一般事務用にかかる小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
12,000

西成区役所 市民協働課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 防犯対策事業用及び一般事務用にかかる小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
5,000

西成区役所 市民協働課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権啓発事業　タウン誌「人情マガジンにしなり」及び広報紙「にしなり我が町」掲載用インタビューの謝礼の支出について
17,040

西成区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和2年度防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（9月分）
344

西成区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域コミュニティ支援事業及び市民協働課一般事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
8,114

西成区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域コミュニティ支援事業及び市民協働課一般事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
324

西成区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和2年度防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（9月分）
4,748

西成区役所 市民協働課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和2年度防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（9月分）
2,160

西成区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（令和２年９月分）
18,718

西成区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習事業用外３事業用　後納郵便料金の支払いについて（令和２年９月分）
356

西成区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習事業用外３事業用　後納郵便料金の支払いについて（令和２年９月分）
672

西成区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習事業用外３事業用　後納郵便料金の支払いについて（令和２年９月分）
3,414

西成区役所 市民協働課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生涯学習事業用外３事業用　後納郵便料金の支払いについて（令和２年９月分）
84

西成区役所 市民協働課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　西成区における啓発指導員による放置自転車対策業務委託費（9月分）の支出について
229,352

西成区役所 市民協働課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化推進事業用ビニールハウス張替用ビニールほか５点の買入にかかる支出について
81,510

西成区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課一般事務用ほか３事業用ノートほか10点の購入経費の支出について
188,804

西成区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課一般事務用ほか３事業用ノートほか10点の購入経費の支出について
30,360

西成区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用及び地域防災活動事業用などにかかる小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月分）
875

西成区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用及び地域防災活動事業用などにかかる小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月分）
8,400

西成区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課一般事務用ほか３事業用ノートほか10点の購入経費の支出について
5,720

西成区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課一般事務用ほか３事業用ノートほか10点の購入経費の支出について
4,620

西成区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 防犯対策事業用及び地域防災活動事業用などにかかる小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月分）
9,000

西成区役所 市民協働課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防犯対策事業用及び地域防災活動事業用などにかかる小口支払基金繰入金の支出について（令和２年１０月分）
1,680

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金令和２年１０月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
100,000

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金令和２年１０月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
1,000

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用　出産育児一時金　令和２年１０月支給分の支出について
194,140

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月08日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用　プリンタートナー外1点の購入経費にかかる支出について
62,700

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和２年８月分）
771,524

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和２年８月分）
4,349,361

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出還付加算金（一般）の支出について（令和２年１０月９日支払予定分）
1,700

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　令和２年１０月支給分の支出について
406,046

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（令和２年１０月９日支払予定分）
612,883

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当用　待合用椅子の購入経費の支出について
283,976

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（令和２年１０月２０日支払予定分）
296,459

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当事務参考用図書の購入経費の支出について
16,808

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当用　ライフイベント記念事業ガーゼハンカチの購入経費の支出について
88,000
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西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 令和２年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便料（９月分）の支出について
14,698

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便料（９月分）の支出について
97,092

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 令和２年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便料（９月分）の支出について
336

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　令和２年９月支給決定分の支出について
1,050,000

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給にかかる支出について
4,674

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（令和２年９月分）
32,146

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用　出産育児一時金　令和２年１０月支給分の支出について（その２）
1,244,000

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 住民情報担当用　小口支払基金の繰り入れについて（令和２年９月分）
220

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
771,512

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 固定電話（市民局証明書発行システム）料金の支出について（９月利用分）
3,885

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
4,349,361

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（９月分）
6,894

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（９月分）
4,158

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（９月分）
4,158

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（９月分）
155,677

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（９月分）
6,930

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（管理）後納郵便料金の支出について（９月分）
657,050

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出還付加算金（一般）の支出について（令和２年１０月３０日支払予定分）
3,600

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　令和２年１０月支給決定分の支出について
800,000

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（令和２年１０月３０日支払予定分）
443,610

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（９月分）
20,000

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（９月分）
150,000

西成区役所 窓口サービス課 令和02年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（９月分）
65,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
199,062

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
204,233

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
268,195

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
353,787

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく移送費・おむつ代の支出について（生活扶助費）
137,447

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
46,780

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
113,571

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
68,681

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
75,345

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所１０月分消耗品費（特別保育分）の支出について
10,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所１０月分消耗品費（通常保育分）の支出について
180,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援）事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（８月分）
20,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月01日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援）事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（８月分）
23,688

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度西成版サービスハブ構築・運営事業業務委託に係る経費の支出について（令和２年８月分）
2,013,959

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」業務委託料の支出について（３回目/全４回）
522,063

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」業務委託料の支出について（３回目/全４回）
7,893,336

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい者福祉事業用成年後見開始審判請求にかかる診断書作成料の支出について
2,200

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
23,510

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
146,706

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
14,246

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
48,166

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
31,550

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
47,176

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,800
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西成区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
2,600

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
124,880

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
350,392

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,491

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
95,450

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
9,680

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
85,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
22,880

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
216,082

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
247,650

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
201,381

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
232,529

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
75,027

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
111,702

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
309,665

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「西成区こども生活・まなびサポート事業」にかかる労働者派遣業務委託料の支出について（令和２年８月分）
4,035,846

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度西成区単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業業務委託に係る経費の支出について（令和２年８月分）
802,249

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業用成年後見人等報酬助成にかかる費用の支出について　R2-2
240,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
653,829

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
128,115

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
164,841

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
626,102

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
139,755

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
140,225

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費・家財処分料の支出について（生活扶助費）
1,359,603

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
444,099

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉事業推進用　児童手当支給給付費（令和２年１０月期窓口支払分）の支出について
80,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 西成区校長経営戦略支援予算（区担当教育次長執行枠）帰国・来日等のこどもコミュニケーションサポート事業にかかる報償金の支出について（令和２年８月分）
8,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者福祉事業用成年後見開始審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,500

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
645,730

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
28,679

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 言語聴覚士による専門相談実施にかかる報償金の支出について（令和２年８月分）
27,940

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（令和２年８月分）の支出について
414

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（令和２年８月分）の支出について
360

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（令和２年８月分）の支出について
504

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,894,040

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
4,409,374

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（令和２年８月分）の支出について
414

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 障がいがある子どもや親の孤立防止支援事業西成区版ペアレント・トレーニングにかかる講師報償金の支払いについて（令和２年９月分）
15,600

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
17,172

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
58,074

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
533,180

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
8,162

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
46,534

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
57,664

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
3,773

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
58,074
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西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
30,899

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
31,800

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
85,412

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
31,206

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
56,074

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
737,060

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
154,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
72,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
11,060

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
89,800

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
41,780

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
87,400

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
230,244

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
309,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
220,198

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
247,798

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
146,805

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
215,788

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
243,660

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
201,270

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
192,399

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
162,642

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
151,105

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
211,655

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく妊婦検診料・おむつ代の支出について（生活扶助費）
194,963

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法に基づく住宅維持費の支出について（住宅扶助費）
121,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
541,299

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
711,869

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
7,360

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
48,195

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 高齢者福祉事業用成年後見人（高齢者）の報酬助成金の支出について
126,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 薬物依存症者等サポート事業グループミーティングにかかる講師報償金の支払いについて（令和２年９月分）
8,960

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業用成年後見人の報酬助成にかかる費用の支出について
264,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・診察料・検査料の支出について（医療扶助費）
175,560

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・診察料・検査料の支出について（医療扶助費）
270,400

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員活動に関する費用弁償（令和2年7月分、8月分）の遺族への支払いについて
5,016

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
183,516

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
137,460

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
217,892

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
327,780

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・移送費・１８０日超入院診療費の支出について（医療扶助費）
172,670

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 児童委員活動に関する費用弁償（令和2年7月分、8月分）の遺族への支払いについて
5,016

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
183,216

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
277,144

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
169,137

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
191,790
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西成区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
63,012

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会参画医師報償金の支出について（令和2年9月分）
5,680

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 あいりん地域を中心とした結核対策事業用　エックス線デジタル画像診断装置一式（西成区役所）　長期借入の経費の支出について（令和2年9月分）
117,150

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 老人保護措置事業用葬祭費の支出について
180,896

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費の支出について（７月分）
324

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
223,550

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
85,496

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
159,716

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 地域生活向上教室講師報償金の支出について（令和２年９月分）
9,420

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 エックス線デジタル画像診断装置システム保守点検業務委託の経費の支出について（令和2年9月分）
33,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（8月分・大阪府医師会）
562,630

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 エックス線デジタル画像診断装置システム保守点検業務委託（分館）の経費の支出について（令和2年9月分）
33,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい者福祉事業用成年後見開始審判請求にかかる診断書作成料の支出について
11,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
56,074

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
17,150

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
58,074

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
58,074

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業用成年後見人等報酬助成にかかる費用の支出について　R2-4
240,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる従事者報償金の支出について（令和２年９月分）
31,200

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉事業推進用　児童手当支給費の支出について
30,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
261,564

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
216,741

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
253,863

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
188,853

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,919,050

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
4,199,810

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
4,579,638

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる医師等報償金の支払について（令和２年９月分）
279,060

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持管理用西成区保健福祉センター分館電気料金（口座自動引落払い）の支出について（令和２年１０月～１２月分）
250,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持管理用西成区保健福祉センター分館玄関天井点検口修繕業務所要経費の支出について
61,600

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用　西成区保健福祉センター分館清掃業務委託の経費の支出について（令和２年９月分）
111,100

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
363,749

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
335,402

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法に基づく住宅維持費の支出について（住宅扶助費）
120,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
41,748

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
36,551

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費の支出について（８月分）
360

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費の支出について（８月分）
17,809

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費の支出について（８月分）
162

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費の支出について（８月分）
320

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費の支出について（８月分）
1,720

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費の支出について（８月分）
7,040

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
236,779

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
223,316

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
205,025

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
238,764
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西成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
298,123

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
591,803

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
145,792

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく教材代・校外活動費の支出について（教育扶助費）
273,747

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　９月分
660

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　９月分
11,382

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　９月分
7,488

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　９月分
1,560

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　９月分
8,400

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　９月分
3,831

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所における逓送業務委託（長期継続）業務経費の支出について（令和２年９月分）
203,308

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用・障がい程度区分審査会用お茶の購入について（３８４人分）
2,117

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用小口支払基金の繰入について（９月分）
880

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 生活保護法施行事務用小口支払基金の繰入について（９月分）
5,900

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
275,757

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
357,193

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
789,900

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
674,334

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
860,587

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
220,778

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
578,119

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
117,751

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
214,684

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
537,694

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　９月分
2,192

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　９月分
2,151

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　９月分
1,899

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
25,319

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
149,578

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用・障がい程度区分審査会用お茶の購入について（３８４人分）
18,204

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
5,852

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 言語聴覚士による専門相談実施にかかる報償金の支出について（令和２年９月分）
33,020

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 第３回令和２年度「こども食堂支援事業」選定会議にかかる報償金の支出について
51,250

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 分館運営用小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,723

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館一般事務用庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供料の支出について（９月分）
7,920

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
28,620

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
82,878

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
52,267

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
43,481

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
47,753

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
124,709

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
216,611

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
497,261

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
87,863

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
22,168

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
22,550

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
33,220
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西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
94,765

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
68,006

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
13,300

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,100

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
443,589

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（１１月分）
120,000,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
463,918

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（１１月分）
64,000,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（１１月分）
800,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
47,812

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・１８０日超入院診療費の支出について（医療扶助費）
214,880

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（１１月分）
400,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・診察料・検査料の支出について（医療扶助費）
234,750

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
132,380

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（１１月分）
1,500,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
5,875,201

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 令和２年度英語コミュニケーション事業受注者選定会議（第２回）にかかる報償金の支払について
35,280

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 令和２年度英語コミュニケーション事業受注者選定会議（第２回）にかかる報償金の支払について
18,360

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 高齢者福祉事業用成年後見人（高齢者）の報酬助成金の支出について
251,660

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 あいりん地域内結核健康診断業務用携帯電話使用料の支出について（令和2年9月分）
1,322

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（９月分）
112,079

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用クラフトテープほか１１点の購入経費の支出について
55,715

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
218,074

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
166,771

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費・家財処分料の支出について（生活扶助費）
1,071,397

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
277,679

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
128,227

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・妊婦検診料の支出について（生活扶助費）
120,621

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　特別旅費 「第34回ペストロジー実習講座」参加にかかる出張旅費の支出について
55,100

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育児童の育成にかかる市立保育所１０月分賄材料費の支出について
3,698,390

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者福祉事業用成年後見開始審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,400

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　８月分
1,300

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　８月分
4,150

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　８月分
3,102

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
471,965

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費・家財処分料の支出について（生活扶助費）
1,187,135

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
164,240

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
997,942

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
827,367

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　８月分
5,010

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　８月分
1,700

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金にかかる修学資金の支出について（第３四半期分）
150,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金にかかる修学資金の支出について（第３四半期分）
90,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金にかかる修学資金の支出について（第３四半期分）
150,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施関連用乾式電子複写機賃貸料の支出について（９月分）
18,846

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
27,600

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
380
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西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,734

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
5,719

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度西成区単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業業務委託に係る経費の支出について（令和２年９月分）
802,249

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
292

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
4,143

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
449

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
3,092

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,329

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
3,634

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
83,316

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
2,365

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
496

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
5,022

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
4,525

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
84

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
38,250

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（９月分）
25,368

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
47,060

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
20,169

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（９月分）
162,809

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（９月分）
2,654,641

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（９月分）
379,887

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（９月分）
77,679

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
306,878

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
197,036

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 定期予防接種（BCG）医師報償金の支出について（令和２年１０月分）
49,800

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
27,261

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
2,807

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
26,374

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,479

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
2,947

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
2,604

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
3,329

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
40,491

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 養護老人ホーム入所者の措置に係る費用徴収金の返還に係る還付金の支出について
39,800

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
2,874

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
642

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
84

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者福祉事業用成年後見開始審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,500

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 あいりん地域を中心とした結核対策事業にかかる結核講習会講師謝礼の支出について（令和２年９月分）
11,260

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援室ＤＶ対策・児童虐待防止事業用小口支払基金の繰入について（９月分）
1,069

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
4,719

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用乾式デジタル複合機賃借料の支出について（令和2年9月分）
2,814

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
2,072

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
2,906

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
504

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者福祉事業用成年後見人の報酬助成にかかる費用の支出について
240,000
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西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等管外出張交通費の支出について（８月２６日出張分）
2,260

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
282,010

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
190,994

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
230,628

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
153,640

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
261,090

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
201,955

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
1,298

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
644

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
11,834

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
672

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
336

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
84

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
16,406

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
18,920

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
252

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
5,206

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
84

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
9,558

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
982

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 高齢者福祉事業用成年後見人（高齢者）の報酬助成金の支出について
264,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 障がいある子どもや親の孤立防止支援事業における保育所等送迎支援の実施にかかる報償金の支出について（令和２年９月分）
28,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援）事務用市内出張旅費（令和２年８月分）の支出について
560

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援）事務用市内出張旅費（令和２年８月分）の支出について
3,665

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度西成版サービスハブ構築・運営事業業務委託に係る経費の支出について（令和２年９月分）
2,013,959

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区あいりん地域内結核対策事業業務委託（長期継続契約）経費の支出について　第２四半期分（令和２年７月～９月)
3,941,524

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 あいりん結核患者療養支援事業業務委託（概算契約）経費の支出について　第３四半期分（令和２年１０月～１２月）
4,285,219

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
40,492

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
58,074

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
8,062

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
31,206

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
45,792

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
100,888

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
56,400

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
231,576

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
24,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
77,400

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
2,600

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
24,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
24,400

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
225,244

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
201,534

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
3,714

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
217,396

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
253,070

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
163,263
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西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
204,080

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく校外活動費の支出について（教育扶助費）
29,986

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
7,680

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
20,040

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
23,949

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉課（子育て支援）事務用市内出張旅費（令和２年８月分）の支出について
240

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援）事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（９月分）
7,537

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援）事務用市内出張旅費（令和２年８月分）の支出について
560

西成区役所 保健福祉課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援）事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（９月分）
37,384

市会事務局 総務担当 令和02年10月01日 一般会計 議会費 議会費 議員費 交際費　議会交際費 市会事務局事務用　令和２年度議会交際費の支出について（令和２年１０月～令和３年３月分）
100,000

市会事務局 総務担当 令和02年10月01日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　後納郵便料金口座引落用資金の支出について（下半期分）
426,000

市会事務局 総務担当 令和02年10月02日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス回線工事料金の支出について
2,200

市会事務局 総務担当 令和02年10月05日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（９月分）の支出について
42,072

市会事務局 総務担当 令和02年10月06日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会事務局事務用　大阪市会議員証の購入経費の支出について
2,695

市会事務局 総務担当 令和02年10月12日 一般会計 議会費 議会費 事務費 報償費　報償金 市会事務局事務用　政務活動費専門委員にかかる報償金（令和２年９月分）の支出について
100,000

市会事務局 総務担当 令和02年10月12日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（９月分）の支出について
30,800

市会事務局 総務担当 令和02年10月12日 一般会計 議会費 議会費 事務費 負担金、補助及交付金　交付金 市会議員用　政務活動費（令和２年１０月分）の支出について
42,579,000

市会事務局 総務担当 令和02年10月15日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（９月分）の支出について
22,346

市会事務局 総務担当 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 市会議員用　議員報酬の支出について（令和２年10月分）（口座振込分等）
58,336,100

市会事務局 総務担当 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 市会議員用　議員報酬の支出について（令和２年10月分）（住民税）
6,061,900

市会事務局 総務担当 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 市会議員用　議員報酬の支出について（令和２年10月分）（資金前渡受領者口座振込分）
90,000

市会事務局 総務担当 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 市会事務局事務用　会議・研修出席等用出張旅費（９月分）の支出について
1,960

市会事務局 総務担当 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　産経新聞（朝刊及び夕刊）の年間購読にかかる経費の支出について（７月～９月分）
72,666

市会事務局 総務担当 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　朝日新聞（朝刊及び夕刊）の年間購読にかかる経費の支出について（７月～９月分）
72,666

市会事務局 総務担当 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　毎日新聞及び日本経済新聞（朝刊及び夕刊）の年間購読にかかる経費の支出について（７月～９月分）
175,416

市会事務局 総務担当 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　令和２年度乾式電子複写機使用料の支出について（９月分）（市会事務局）
38,743

市会事務局 総務担当 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　読売新聞（朝刊及び夕刊）の年間購読にかかる経費の支出について（７月～９月分）
92,200

市会事務局 総務担当 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　令和２年度乾式電子複写機使用料の支出について（９月分）（市会図書室）
3,599

市会事務局 総務担当 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　食糧費 市会事務局事務用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,781

市会事務局 総務担当 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　庁内情報利用パソコン用カラープリンタ機器（再リース）借入契約経費の支出について（９月分）
473

市会事務局 総務担当 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　ファクシミリ装置一式（再リース）借入契約経費の支出について（９月分）
19,228

市会事務局 総務担当 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　庁内情報利用パソコン等機器（1台分）一式長期借入経費の支出について（９月分）
2,937

市会事務局 総務担当 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　庁内情報利用パソコン等機器（市会事務局）一式長期借入経費の支出について（９月分）
138,692

市会事務局 総務担当 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　議員等在席表示システム業務サーバ及び端末機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
106,150

市会事務局 総務担当 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（市会事務局）一式借入契約経費の支出について（９月分）
5,474

市会事務局 総務担当 令和02年10月20日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（９月分）の支出について
29,822

市会事務局 総務担当 令和02年10月22日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局事務用　大阪市会事務局所管自家用普通乗用車　長期借入の支出について（９月分）
126,720

市会事務局 総務担当 令和02年10月23日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　正副議長室パソコン用インターネット通信料の支出について（９月分）
4,930

市会事務局 総務担当 令和02年10月23日 一般会計 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 市会事務局事務用　大阪市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託　長期継続（概算契約）の支出について（９月分）
658,673

市会事務局 総務担当 令和02年10月26日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（９月分）の支出について
14,090

市会事務局 議事担当 令和02年10月20日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会事務局事務用　令和２年度　文書製本業務委託にかかる経費の支出について
115,500

市会事務局 議事担当 令和02年10月20日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 市会事務局事務用　令和２年７月臨時会大阪市会本会議の速記による原稿作成業務（単価契約）の支出について
27,170

市会事務局 議事担当 令和02年10月29日 一般会計 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 市会事務局事務用　税財政関係特別委員長会議にかかる出張旅費の支出について
39,180

市会事務局 議事担当 令和02年10月29日 一般会計 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 市会事務局事務用　税財政関係特別委員長会議随行にかかる出張旅費の支出について
29,760

市会事務局 議事担当 令和02年10月30日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 市会事務局事務用　令和２年７、８・９月大阪市会常任委員会の音声データ反訳による原稿作成業務（単価契約）の支出について
500,610

市会事務局 政策調査担当 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 市会広報用　令和２年度点字版「大阪市会だより」製作業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（３回目／全５回）
19,890

市会事務局 政策調査担当 令和02年10月19日 一般会計 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 市会広報用　大阪市会インターネット議会中継業務委託（長期継続）に係る令和２年７月１日～令和２年９月３０日分の経費の支出について
1,004,850
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市会事務局 政策調査担当 令和02年10月23日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会図書室運営用　官報買入経費の支出について（令和２年７月～令和２年９月分）
11,523

市会事務局 政策調査担当 令和02年10月23日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会広報用　令和２年度「大阪市会だより」概算印刷経費の支出について（３回目／全５回）
1,045,707

市会事務局 政策調査担当 令和02年10月23日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　広告料 市会広報用　令和２年度「大阪市会だより」新聞折込広告業務委託経費の支出について（３回目／全５回）
1,810,205

市会事務局 政策調査担当 令和02年10月28日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　「大阪市会手帳」（令和３年版）買入及び同経費の支出について
221,210

行政委員会事務局 総務課 令和02年10月01日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　プリンター用トナーカートリッジ（その２）購入経費の支出について
163,900

行政委員会事務局 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（９月分）の支出について
25,498

行政委員会事務局 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（９月分）の支出について
1,595

行政委員会事務局 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（９月分）の支出について
870

行政委員会事務局 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（９月分）の支出について
252

行政委員会事務局 総務課 令和02年10月13日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金（９月分）の支出について
500

行政委員会事務局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　日本経済新聞（７月～９月分）購入経費の支出について
14,700

行政委員会事務局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料（令和元年度長期継続契約）の支出について（令和２年９月分）
70,664

行政委員会事務局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料（平成２９年度長期継続契約）の支出について（令和２年９月分）
16,723

行政委員会事務局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　LGWAN接続系利用パソコン等賃貸借料（長期継続）の支出について（令和２年９月分）
24,695

行政委員会事務局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料（平成３０年度　長期継続）の支出について（令和２年９月分）
186,409

行政委員会事務局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 備品購入費　庁用器具費 一般事務用　システムデスクの購入にかかる経費の支出について
71,280

行政委員会事務局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　乾式電子複写機（行政委員会事務局）長期借入（単価契約）（令和２年９月分）にかかる経費の支出について
133,322

行政委員会事務局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費（６～９月分）の支出について
3,632

行政委員会事務局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（１０月分）の支出について（その１）
1,460

行政委員会事務局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金（１０月分）の支出について（その１）
7,150

行政委員会事務局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰戻金（１０月分）の支出について（その１）
1,638

行政委員会事務局 総務課 令和02年10月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　スツールの購入にかかる経費の支出について
14,520

行政委員会事務局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（８月分）の支出について
40,376

行政委員会事務局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（８月分）の支出について
8,960

行政委員会事務局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（８月分）の支出について
204

行政委員会事務局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（８月分）の支出について
460

行政委員会事務局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（８月分）の支出について
244

行政委員会事務局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（８月分）の支出について
932

行政委員会事務局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（８月分）の支出について
896

行政委員会事務局 監査課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 監査事務用　市内出張交通費の支出について（令和２年７月～９月分）
24,051

行政委員会事務局 監査課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 監査事務用　「判例住民訴訟１２９７号ー１３１８号」の購入について
87,846

行政委員会事務局 任用調査課 令和02年10月09日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 任用事務用・給与調査事務用、市内等出張交通費（令和２年８月分）の支出について
1,680

行政委員会事務局 任用調査課 令和02年10月09日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 任用事務用・給与調査事務用、市内等出張交通費（令和２年８月分）の支出について
5,264

行政委員会事務局 任用調査課 令和02年10月09日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 任用事務用・給与調査事務用、市内等出張交通費（令和２年８月分）の支出について
7,018

行政委員会事務局 任用調査課 令和02年10月09日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　印刷製本費 任用事務用　職員（事務行政(18-21)、消防吏員Ｂ、学校事務、転任選考１）採用試験における試験問題集の調製に係る経費の支出について
91,080

行政委員会事務局 任用調査課 令和02年10月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 任用システム用機器一式　長期借入に係る経費の支出について（令和２年９月分）
128,370

行政委員会事務局 任用調査課 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 任用事務用　職員採用試験試験会場の貸付料の支出について（９月27日　関西大学実施分）
1,220,070

行政委員会事務局 任用調査課 令和02年10月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 令和２年職種別民間給与実態調査にかかる料金受取人払い経費の支出について（９月分）
208

行政委員会事務局 任用調査課 令和02年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 大卒試験用　職員採用試験等にかかる能力検査業務委託経費の支出について（第３回）
178,200

行政委員会事務局 任用調査課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 任用事務用　職員採用試験等従事にかかる交通費の支出について（10月４日試験分）
3,104

行政委員会事務局 任用調査課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 任用事務用　職員採用試験等従事にかかる交通費の支出について（９月27日試験分）
2,440

行政委員会事務局 選挙課（選挙費執行用） 令和02年10月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　印刷製本費 大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づく住民投票用点字版投票用紙記載事項作製経費の支出について
32,010

行政委員会事務局 選挙課（選挙費執行用） 令和02年10月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づく住民投票用名簿対照票作製経費の支出について
247,390

行政委員会事務局 選挙課（選挙費執行用） 令和02年10月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づく住民投票用票箋類（6種類）の作製経費の支出について
213,730

行政委員会事務局 選挙課（選挙費執行用） 令和02年10月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づく住民投票用関係封筒（８種類）作製経費の支出について
413,864

行政委員会事務局 選挙課（選挙費執行用） 令和02年10月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　印刷製本費 大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づく住民投票用投票の方法（記載台用）の作製経費の支出について
145,035

行政委員会事務局 選挙課（選挙費執行用） 令和02年10月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づく住民投票に係る事務用品の購入経費の支出について
497,915
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行政委員会事務局 選挙課（選挙費執行用） 令和02年10月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　印刷製本費 特別区設置協定書印刷経費の支出について
773,080

行政委員会事務局 選挙課（選挙費執行用） 令和02年10月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　印刷製本費 大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づく住民投票投票所等表示物６種の作製経費の支出について
430,441

行政委員会事務局 選挙課（選挙費執行用） 令和02年10月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 令和２年度　住民投票用期日前投票所専用回線通信経費の支出について（回線接続費等）の支出について（９月利用分）
98,361

行政委員会事務局 選挙課（選挙費執行用） 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 旅費　普通旅費 大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づく住民投票用　投票用紙刷出立会
2,180

行政委員会事務局 選挙課（選挙費執行用） 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 旅費　普通旅費 大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づく住民投票用　投票用紙配送立会
770

行政委員会事務局 選挙課（選挙費執行用） 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づく住民投票用啓発たすき作成経費の支出について
152,955

行政委員会事務局 選挙課（選挙費執行用） 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づく住民投票用啓発のぼり作成経費の支出について
95,931

行政委員会事務局 選挙課（選挙費執行用） 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づく住民投票に係るカラーレーザープリンター複合機他1点の購入経費の支出について
29,260

行政委員会事務局 選挙課（選挙費執行用） 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　消耗品費 大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づく住民投票用投票公報音訳テープ等送付用物品の購入経費の支出について
18,040

行政委員会事務局 選挙課（選挙費執行用） 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 需用費　印刷製本費 大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づく住民投票用啓発ポスター印刷（その２）の作製経費の支出について
623,627

行政委員会事務局 選挙課（選挙費執行用） 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 令和２年度　選挙事務用電話料金の支出について（９月利用分）
45,772

行政委員会事務局 選挙課（選挙費執行用） 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 事務事業用光回線経費の支出について（９月利用分）
5,467

行政委員会事務局 選挙課（選挙費執行用） 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 役務費　通信運搬費 令和２年度選挙事務用投開票集計システムサーバ通信料の支出について（令和２年９月使用分）
10,780

行政委員会事務局 選挙課（選挙費執行用） 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 備品購入費　庁用器具費 大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づく住民投票に係るカラーレーザープリンター複合機他1点の購入経費の支出について
50,600

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話回線増設にかかる業務委託経費の支出について
11,825

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 法規事務用　注解教育法規外１点の買入および同所要経費の支出について
75,933

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 法規事務用　裁判にみる金額算定事例集の購入および同所要経費の支出について
8,872

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 一般管理用　４月～７月分市内出張交通費の口座不能にかかる再支出について
6,740

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　備品修繕料 一般管理用　庁内情報利用パソコン破損にかかる修理費用の支出について
90,024

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 一般管理用　令和２年度　庁内情報利用パソコン等機器（平成27年度一括調達分）保守業務委託　長期継続（９月分）
48,125

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　令和２年度庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入の実施及び同所要経費の支出について（９月分）
1,925,001

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　令和２年度　ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（９月分）
43,450

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　令和２年度　庁内情報利用パソコン等機器（平成27年度一括調達分）長期借入（再リース）にかかる所要経費の支出について（９月分）
8,195

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　令和２年度　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式長期借入及び同経費の支出について（９月分）
40,920

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　令和２年度庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入の実施及び同所要経費の支出について（９月分）
1,105,025

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入及び同経費の支出について（９月分）
31,639

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 一般管理用　市内出張交通費の支出について（７月分）
3,510

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 教育委員会事務局における会議等の音声データ反訳による会議録等作成業務委託（単価契約）（9月分）に関する支出について
103,826

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市特別顧問（教育関係）の報酬等の支出について
42,800

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 大阪市特別顧問（教育関係）の報酬等の支出について
46,180

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 一般管理用　市内出張交通費の支出について（８月分）
870

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 一般管理用　市内出張交通費の支出について（８月分）
10,770

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　日本経済新聞の買入にかかる経費の支出について
58,800

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　朝日新聞の買入にかかる経費の支出について
48,444

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　産經新聞の買入にかかる経費の支出について
48,444

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　読売新聞の買入にかかる経費の支出について
52,800

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　毎日新聞の買入にかかる経費の支出について
48,444

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　大阪日日新聞の買入にかかる経費の支出について
12,300

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　令和２年度ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について
40,986

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 調度事務用市内出張交通費（令和２年度９月分）の支出について
1,440

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
493

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　複写機使用にかかるコピー代金等の支出について（９月分）
211,075

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
528

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　郵便料金等の経費支出について（９月分）
1,403,237

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる通信運搬費の支出について（９月分）
141,240

教育委員会事務局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,398

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用　再生ドラム・トナーカートリッジの購入及び同所要経費の支出について
32,890
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教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 令和２年度豊崎中学校外52校外装塗材採取及び成分分析調査業務にかかる経費の支出について
7,282,000

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 用地管理用　刈払機用バッテリーの購入経費の支出について
36,300

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　手数料 西淡路小学校増築その他工事にかかる構造計算適合性判定手数料の支出について
221,900

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 東淀中学校老朽改築工事に必要な下水道引き込み工事にかかる事務管理費の支出について
97,405

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　南中学校借地料（９月分）の支出について
1,155,672

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報償費　報償金 学校施設環境改善交付金事業にかかる法的リスク審査の実施並びに同所要経費の支出について
45,833

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 内部設備整備用、書庫ロッカー外1点買入並びに同経費の支出について
26,620

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備用、書庫ロッカー外1点買入並びに同経費の支出について
51,920

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 施設整備業務管理システム運用・保守等業務委託(長期継続契約)にかかる実施経費の支出について（９月分）
23,748

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 令和２年度 大阪市立学校機械警備業務委託（３ブロック）警備機器にかかるセンサー設置変更業務（その２）にかかる実施経費の支出について
34,650

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 令和２年度 大阪市立学校機械警備業務委託（３ブロック）警備機器にかかるセンサー設置変更業務（その２）にかかる実施経費の支出について
18,150

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 施設整備業務管理システム運用・保守等業務委託(長期継続契約)にかかる実施経費の支出について（９月分）
380,093

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 施設整備業務管理システム運用・保守等業務委託(長期継続契約)にかかる実施経費の支出について（９月分）
380,093

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 施設整備業務管理システム用サーバ及び端末機等長期借入にかかる実施経費の支出について（９月分）
76,612

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 施設整備業務管理システム用サーバ及び端末機等長期借入にかかる実施経費の支出について（９月分）
183,868

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 白鷺中学校老朽改築工事に必要な下水道引き込み工事にかかる事務管理費の支出について
97,405

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 内部設備整用、ガスコンロ（２口）の買入並びに同経費の支出について（その２）
177,210

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　高松小学校借地料（７～９月分）の支出について
1,106,559

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　十三小学校借地料（９月分）の支出について
794,594

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　豊﨑小学校借地料（４～９月分）の支出について（その２）
7,617,258

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　安立小学校借地料（４～９月分）の支出について
328,182

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　榎並小学校借地料（４～９月分）の支出について
884,538

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　豊﨑小学校借地料（７～９月分）の支出について（その１）
4,837,896

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　加美小学校借地料（７～９月分）の支出について
15,010,281

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　東淡路小学校借地料（４～９月分）の支出について
25,936,686

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　住吉小学校借地料（７～９月分）の支出について
6,851,268

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　育和小学校借地料（７～９月分）の支出について
809,067

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　城北小学校借地料（４～９月分）の支出について
7,840,008

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　北鶴橋小学校借地料（７～９月分）の支出について
14,453,085

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　大江小学校借地料（４～９月分）の支出について
132,462

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　北中島小学校借地料（４～９月分）の支出について
772,926

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　四貫島小学校借地料（９月分）の支出について
4,041,255

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　丸山小学校借地料（７～９月分）の支出について
1,601,439

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　茨田北小学校借地料（７～９月分）の支出について
3,193,842

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　諏訪小学校借地料（７～９月分）の支出について
6,959,679

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　今福小学校借地料（４～９月分）の支出について
9,635,652

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　豊崎本庄小学校借地料（４～９月分）の支出について
5,246,784

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　淀川小学校借地料（４～９月分）の支出について
8,171,736

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　加島小学校（４～９月分）の支出について（その１）
1,236,348

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　美津島中学校借地料（７～９月分）の支出について（その１）
13,764,108

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　美津島中学校借地料（４～９月分）の支出について（その２）
4,595,724

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎建設事務用「建設工事紛争予防・解決の手引き180号・181号」にかかる購入経費の支出について
10,666

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
4,950

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
5,257

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
12,901

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
21,025

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（5ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
1,019,711
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教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
1,176,450

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
924,110

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
2,197,250

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、令和2年度　三軒家西小学校階段昇降機保守点検業務委託の実施及び所要経費の支出について
49,500

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
1,244,419

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（１ブロック）（その２）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
1,037,850

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
972,445

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
463,705

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
551,928

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
450,109

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（5ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
402,517

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（１ブロック）（その２）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
448,800

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
495,220

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
493,350

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（5ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
53,669

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
26,283

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
174,350

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
75,900

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（１ブロック）（その２）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
56,100

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
52,954

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　手数料 榎本小学校その他工事にかかる構造計算適合性判定手数料の支出について
185,700

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
13,380

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
47,850

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと立葉小学校の機械警備業務委託経費の支出について（9月分）
8,690

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと難波特別支援学校の機械警備業務委託経費の支出について（9月分）
8,690

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと西淡路小学校の機械警備業務委託経費の支出について（9月分）
36,850

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 扇町総合高等学校仮設校舎一式借入の実施並びに同所要経費の支出について（教育系の専門学科を有する新高校の設置事業）
4,939,309

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 補償、補填及賠償金　補償金 扇町総合高等学校校舎改築にかかる街路樹撤去工事の実施並びに同所要経費の支出について
128,890

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと長吉六反小学校の機械警備業務委託経費の支出について（9月分）
32,505

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと大和川小学校の機械警備業務委託経費の支出について（9月分）
15,400

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと北天満小学校の機械警備業務委託経費の支出について（9月分）
32,945

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと梅田東小学校の機械警備業務委託経費の支出について（9月分）
8,250

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと市岡商業高等学校の機械警備業務委託経費の支出について（9月分）
15,950

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと此花総合高等学校の機械警備業務委託経費の支出について（9月分）
26,400

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと津守小学校の機械警備業務委託経費の支出について（9月分）
27,610

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 開平小学校仮設運動場の整備に伴う仮設公園管理事務所等一式借入の実施並びに同所要経費の支出について（児童・生徒の増加に伴う教育環境改善）（９月分）
616,568

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 やたなか小中一貫校昇降機設備改修工事かかる経費の支出について（完成金）
8,980,000

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 令和２年度非常通報設備保守点検業務委託の実施経費の支出について（4月～9月分）
5,721,980

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　其他委員等旅費 校舎建設用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（９月分）会計年度職員分
1,564

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　其他委員等旅費 校舎補修等事業用近接地管外及び市内出張旅費の支出について（９月分）会計年度職員分
5,716

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　其他委員等旅費 用地管理用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（９月分）会計年度職員分
42,420

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 用地管理用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（９月分）
20,732

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 校舎建設用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（９月分）
55,272

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 諏訪小学校仮設校舎一式借入にかかる経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（令和２年９月分）
2,741,923

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 淀中学校仮設校舎一式借入の実施にかかる経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（令和２年９月分）
2,685,039

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 住吉第一中学校仮設校舎一式借入にかかる経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（令和２年９月分）
4,475,447

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 白鷺中学校仮設校舎一式借入にかかる経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（令和２年９月分）
4,493,627
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教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 白鷺中学校屋外キュービクル借入にかかる経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（令和２年９月分）
639,222

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 瓜破小学校仮設校舎一式借入にかかる経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（令和２年９月分）
4,520,232

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 滝川小学校仮設校舎一式借入にかかる所要経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（令和２年９月分）
3,042,454

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 加美中学校仮設校舎一式借入にかかる経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（令和２年９月分）
4,575,307

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 加美南部小学校仮設校舎一式借入にかかる所要経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（令和２年９月分）
3,157,073

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 長吉中学校仮設校舎一式借入にかかる経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（令和２年９月分）
12,306,766

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 中央高等学校昇降機設備改修工事の実施並びに同所要経費の支出について
44,990,000

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 原材料費　工事材料費 堀川小学校、外３３４校　校庭整備事業用山土の購入並びに同所要経費の支出について
8,786,206

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（4ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
789,415

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立学校機械警備業務委託（２ブロック）警備機器にかかるセンサー設置変更業務委託（その３）の実施経費の支出について
44,000

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（4ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
331,045

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（4ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
193,136

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 校舎補修等事業用近接地管外及び市内出張旅費の支出について（９月分）
130,379

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 令和２年度 大阪市立学校機械警備業務委託（３ブロック）警備機器にかかるセンサー設置変更業務（その３）の実施経費の支出について
22,000

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校管理用　巽中学校借地料（１０月分）の支出について
7,881,376

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用　ふせん外２５点の購入及び同所要経費の支出について
59,953

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　手数料 阪南小学校その他工事にかかる構造計算適合性判定手数料の支出について
185,700

教育委員会事務局 学事課 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学事課市内等出張交通費（７月分）の支出について
30,172

教育委員会事務局 学事課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 適正就学推進委員用委嘱状の作成及び同所要経費の支出について
87,725

教育委員会事務局 学事課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小中一貫校教育カリキュラム等作成の研修にかかる謝礼の支出について
8,200

教育委員会事務局 学事課 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　消耗品（ドラム、トナー）の購入にかかる経費の支出について
44,220

教育委員会事務局 学事課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 高等学校等奨学金事業用受取人払郵便料金の支出について（令和2年9月分）
33,948

教育委員会事務局 学事課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 令和２年度学校選択制実施区における保護者アンケートのデータ入力業務委託（概算契約）の実施及び同所要経費の支出について
343,219

教育委員会事務局 学事課 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　筆耕翻訳料 教育委員会事務局学事課における会議等の音声データ反訳による会議録等作成業務委託の実施にかかる経費の支出について（９月分）
240,075

教育委員会事務局 学事課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学事課市内等出張交通費（８月分）の支出について
28,419

教育委員会事務局 教育政策課 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 令和２年度　鶴見区校長経営戦略支援予算区担当教育次長執行枠「教育活動サポート事業」用報償金に係る経費の支出について（８月分）
164,640

教育委員会事務局 教育政策課 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 西区戦略支援予算（区次長枠）子どもの体力・運動能力向上支援事業（体育授業へのインストラクター派遣）にかかる講師謝礼金の支出について（令和2年9月分）
22,800

教育委員会事務局 教育政策課 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教育政策課一般事務用　再生ドラム／トナーカートリッジの購入及び所要経費の支出について
38,060

教育委員会事務局 教育政策課 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 教育ビッグデータ活用検討プロジェクトチーム作業部会に係る有識者の知見活用及び報償金の支出について
12,320

教育委員会事務局 教育政策課 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 企画グループ業務用　教育行政点検及び評価の結果に関する報告書の印刷経費の支出について
63,525

教育委員会事務局 教育政策課 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 令和２年度西淀川区校長経営戦略予算（次長枠）スクールボランティア事業における報償金の支払いについて（９月分）
40,880

教育委員会事務局 教育政策課 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 令和２年度西淀川区校長経営戦略予算（次長枠）スクールボランティア事業における報償金の支払いについて（９月分）
27,000

教育委員会事務局 教育政策課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 スクールソーシャルワーカー事業にかかる市内出張交通費の支出について（９月分）
276

教育委員会事務局 教育政策課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 スクールソーシャルワーカー事業にかかる市内出張交通費の支出について（９月分）
144

教育委員会事務局 教育政策課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 西区戦略支援予算（区次長枠）子どもの英語力向上支援事業にかかる2020年度第2回英語検定受験料の支出について（西中学校・花乃井中学校実施分）
858,800

教育委員会事務局 文化財保護課 令和02年10月06日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 令和２年度全国近代化遺産活用連絡協議会役員会・幹事会への出席及び旅費の支出について
29,610

教育委員会事務局 文化財保護課 令和02年10月07日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 文化財保護課市内出張交通費（令和2年8月分）の支出について
9,720

教育委員会事務局 文化財保護課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 使用料及賃借料　使用料 文化財保護課事務用ファクシミリ装置一式長期借入契約変更及び同経費の支出について（令和2年9月分）
5,181

教育委員会事務局 文化財保護課 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 東淀川区埋蔵文化財発掘調査・収蔵施設における水道代（令和2年9月分）の支出について
24,378

教育委員会事務局 文化財保護課 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 埋蔵文化財発掘調査・収蔵施設および淡路土地区画整理事務所の機械警備業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
5,720

教育委員会事務局 文化財保護課 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 埋蔵文化財発掘調査・収蔵施設、淡路土地区画整理事務所清掃業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
37,888

教育委員会事務局 文化財保護課 令和02年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 埋蔵文化財調査・収蔵施設における電気料金（令和2年9月分）の支出について
87,813

教育委員会事務局 文化財保護課 令和02年10月29日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 負担金、補助及交付金　分担金 令和2年度埋蔵文化財収蔵倉庫にかかる維持管理経費分担金（令和2年7月～令和2年9月分）の支出について
334,986

教育委員会事務局 学校給食課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用食器（缶）消毒保管庫買入　（堀川小学校外２校）経費の支出について
1,871,100

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 争訟事務用　弁護士着手金の支出について（人事委員会審査請求案件）
330,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
8,809

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員人事担当研修等にかかる消毒液買入経費の支出について
79,200
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教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（苗代主任室職員）の支払いについて（８月分）
14,820

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　追録（注解労働安全衛生関係法令解釈例規集「１０１７-１０２４」）買入の実施及び同所要経費の支出について
16,840

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　追録（公立学校管理運営執務提要「１１３３-１１３７」）買入の実施及び同所要経費の支出について
12,920

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理主事）出張交通費（８月分）の支出について
40,874

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　追録（行政不服審査事務提要「９７９－９８７」）買入の実施と同経費の支出について
35,937

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 令和２年度　校園文書等逓送業務委託経費（９月分）の支払いについて
3,341,800

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 人事監察委員（教職員分限懲戒部会）の委員報酬の支出について（令和２年９月分）
147,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 非常勤職員（セクハラ相談員）の報酬について（令和２年９月分）
18,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 市内出張交通費（資質向上推進室）の支出について（９月分）
47,740

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 人事監察委員（教職員分限懲戒部会）の委員報酬の支出について（令和２年９月分）
1,740

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　再生ドラム・トナーカートリッジの購入及び同所要経費の支出について
40,535

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　教職員人事担当資質向上推進室　コピー代の支出について（令和２年９月分）
9,944

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　教職員人事担当資料室コピー代の支出について（令和２年９月分）
56

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　教職員人事担当管理主事室　コピー代の支出について（令和２年９月分）
5,505

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　広告料 管理職選考事務用　転職情報サイト掲載及び求職者へのダイレクトメール送信業務委託にかかる経費の支出について
154,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員勤務情報システム用　ICカード発行機器一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
66,044

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 給油カード（軽油）の使用にかかる経費の支出について（９月分）
6,180

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 給油カード（揮発油）の使用にかかる経費の支出について（９月分）
92,658

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　損害保険料 採用選考事務用　2021年度教員採用第２次選考実技テスト実施に係る傷害保険および賠償責任保険（概算契約）経費の支出について
8,923

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,070

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,480

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 教員採用選考第２次筆答テスト問題作成の委嘱にかかる経費の支出について
30,500

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理主事除く）出張交通費（８月分）の支出について
58,049

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 令和２年度　校園営繕園芸事務所にかかる回線通信料（10月分）の支払について
5,940

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 令和２年度　学校業務サービスセンターにかかる回線通信料（10月分）の支払について
8,910

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 幼稚園新規採用教員研修にかかる初任者研修担当講師の所要経費の支出について
280,700

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 給食調理業務に従事する者の採用時検体検査業務委託（上半期）の支出について
5,444

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和02年10月06日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 役務費　手数料 令和２年度労働安全衛生用衛生管理者免許試験の受験及び手数料の支出について（11月受験分）
6,952

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和02年10月07日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度労働安全衛生用安全衛生推進者養成講習会の受講経費の支出について（９月分）
135,300

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　被服費 令和２年度 被服貸与事業 作業服男子合冬用上衣ほか３点（教育委員会事務局）の買入経費の支出について
4,250,565

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム教職員健康管理機能追加業務用機器長期借入経費の支出について（９月分）
66,770

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校務支援システム教職員健康管理機能運用保守業務委託経費の支出について（９月分）
473,000

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員給与・厚生担当庁内情報利用パソコン用メモリ長期借入の実施並びに同所要経費の支出について
14,300

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 役務費　手数料 労働安全衛生用　衛生管理者免許申請手数料の支出について（９月16日受験分）
1,500

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 委託料　委託料 令和２年度教職員胃検診業務委託（単価契約）（その２）経費の支出について（７月・８月分）
6,890,950

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 教職員健康審査会に係る出張旅費の支出について（令和２年１０月分）
360

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 令和２年度こころの健康づくりサポート業務委託の実施並びに同経費の支出について（９月分）
447,700

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 教職員給与・厚生担当に係る出張旅費の支出について（令和２年８月分）
14,114

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 給与事務用　公務員給与事務提要外３点の概算買入並びに同所要経費の支出について
39,083

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員給与・厚生事業用事務用品（プリンタードラム・トナーカートリッジ　外４点）の購入並びに所要経費の支出について
48,400

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 もと平野青少年会館にかかる電気使用料の支出について(８月分)
41,657

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 「クラフトパーク織物工房指導員室換気設備整備業務委託」にかかる経費の支出について
330,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月13日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
13,402

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月13日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立生涯学習センターの管理運営業務の実施及び委託料の支出について（第３四半期分）
42,062,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月14日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（NTT８月分）
11,440

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月14日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（NTT８月分）
56,694

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月14日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　使用料 大阪市生涯学習推進員永年勤続表彰式にかかる会場使用料の支出について
70,250
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教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度 大阪国際平和センター運営費補助金（運営費）の支出について（第３四半期分）
10,432,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
168

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 令和2年度大阪市生涯学習情報提供システム保守管理委託業務の支出について(上半期４月～９月分)
100,980

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 令和2年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入（再リース）経費の支出について(9月分)
34,408

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月20日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 令和2年度大阪市生涯学習情報提供システム保守管理委託業務の支出について(上半期４月～９月分)
252,450

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月20日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 令和2年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入（再リース）経費の支出について(9月分)
86,020

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 令和2年度大阪市生涯学習情報提供システム保守管理委託業務の支出について(上半期４月～９月分)
2,616,570

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　使用料 令和2年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入（再リース）経費の支出について(9月分)
891,572

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 備品購入費　庁用器具費 令和２年度　備品（車いす用可搬型スロープ）の買入及び同所要経費の支出について
143,550

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度大阪市立総合生涯学習センター施設管理費等の支出について(10月分)
4,706,698

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 もと生江青少年会館国有地賃貸料（令和２年度分）の支出について（３／４回目）
197,873

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度　キッズプラザ大阪に係る不動産賃借料の支出について（１０月分）
29,450,820

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 生涯学習部一般事務用コピー代の支出について（９月分）
5,753

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習担当一般事務用郵便９月分後納料金の支出について
15,016

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 「もと住吉青少年会館（本館）外５館機械警備業務委託」の所要経費の支出について（第2四半期分）
333,300

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度大阪市立難波市民学習センター不動産賃借料の支出について(10月分)
6,945,900

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　普通旅費 生涯学習担当職員出張旅費の支出について（８月分）
21,936

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 生涯学習担当職員出張旅費の支出について（８月分）教育施設整備費
9,826

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 「クラフトパーク陶芸工房排煙窓オペレーター整備業務委託」の実施並びに同所要経費の支出について
220,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　建物修繕料 大阪城音楽堂東側トイレ天窓アクリル板取替修繕の契約にかかる支払について
179,300

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 大阪市立クラフトパーク指定管理予定者選定会議（第２回）の経費の支出について
71,200

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 大阪市立クラフトパーク指定管理予定者選定会議（第３回）の経費の支出について
71,200

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用広域LAN回線使用料の支出について(９月分)
23,650

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 もと平野青少年会館水道料金（令和２年９月分）の支出について
1,540

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ワークシートから始める特別支援教育のための性教育　外２７点に係る経費の支出について（特別支援教育の充実）
55,286

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　庁用器具費 ノート型パソコンの買入に係る経費の支出について(外国からの児童生徒の受入れ・共生のための教育推進事業用)
1,181,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 扇町総合高等学校社会人講師にかかる報償金の支出について（８月分　扇町総合高等学校における社会人講師の招聘事業）
42,540

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 令和２年度指導部会計年度任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（７月　外国からの児童生徒の受入れ・共生のための教育推進事業)
26,835

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 生活指導サポートセンター用電話代の支出について（ＮＴＴ西日本８月分）
7,393

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 インクルーシブ教育推進室にかかる電話料金の支出について（８月分）
61,780

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 インクルーシブ教育推進室の光回線通信料金の支出について（８月分　特別支援教育の充実）
5,940

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 学力向上推進指導室にかかる電話料の支出について（9月分）
16,513

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 キャリア教育支援センターの光回線通信料金の支出について（８月分 ９月請求）
6,435

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 人権国際教育グループ（小路小学校）にかかる電話料金の支出について(９月請求分)
3,204

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【9月10日開催】特別支援教育専門家チーム・アドバイザー派遣にかかる謝礼金（インクルーシブ推進室）の支出について（インクルーシブ推進室　特別支援教育推進事業）
13,180

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(８月　第３教育ブロックグループ分)
27,816

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 使い捨てマスク外１点の購入及び同所要経費の支出について（特別支援教育の充実　医療的ケア従事看護師用）
67,320

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 第４共生支援拠点にかかる電話料金の支出について(９月請求分　外国からの児童生徒の受入れ・共生のための教育推進事業)
34,828

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 高等学校スクールカウンセラーにかかる報償金の支出について（８月分　高等学校生徒支援事業）
400,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 令和２年度産業教育にかかる府下統一資料（リーフレット外１点）印刷経費の支出について（産業教育費）
49,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【９月２９日実施】「新普通科系高等学校「桜和（おうわ）高等学校」開設に向けた研修にかかる講師派遣」にかかる同謝礼金の支出について
11,420

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 看護師市内出張交通費の支出について（令和２年６月分　特別支援教育の充実（医療的ケアの必要な児童生徒への看護師配置））
21,170

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 令和２年度指導部会計年度任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（７月　国際理解教育推進事業)
132,370

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　大阪市立中学校ブロック音楽会にかかる会場使用料の支出について
165,780

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式長期借入に係る経費の支出について（特別支援教育の充実）（９月分）
10,890

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　分担金 キャリア教育支援センターの維持管理における電気料金（８月分）・水道料金（９月分）にかかる分担金の支出について
29,747

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 インクルスタッフ交通費の支出について（令和２年７月分　特別支援教育の充実（特別教育支援サポーター及びインクルーシブ教育推進スタッフの配置））
50,620
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 扇町総合高等学校社会人講師にかかる報償金の支出について（７月追加分　扇町総合高等学校における社会人講師の招聘事業）
9,080

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 第１共生支援拠点にかかる電話料金の支出について(９月請求分　外国からの児童生徒の受入れ・共生のための教育推進事業)
15,798

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 令和２年度　大阪市立中学校総合文化祭賞状の印刷外２件及び同経費の支出について
154,671

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 第３共生支援拠点にかかる電話料金の支出について(９月請求分　外国からの児童生徒の受入れ・共生のための教育推進事業)
5,684

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部会計年度任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（４、５月再振込英語イノベーション事業）
24,720

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部会計年度任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（６月再振込英語イノベーション事業）
37,280

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部会計年度任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（７月英語イノベーション事業）
956,087

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教科書（『あたらしいこくご　一上』外20点）の買入及び同経費の支出について（学力向上推進事業等）
24,984

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 キャリア教育支援センター運営にかかる電話料金の支出について（９月分）
5,758

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 インクルーシブ教育推進室機械警備業務委託契約（長期継続）に係る所要経費の支出について（９月分）
12,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書（『あたらしいこくご　一上』外20点）の買入及び同経費の支出について（学力向上推進事業等）
120,480

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 読売新聞の購入について（特別支援教育の充実）（第２四半期）
13,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 朝日新聞の購入について（特別支援教育の充実）（第2四半期分）
12,111

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 階段昇降機（ステアシップ）の移設、点検、補修等業務委託（東住吉中学校）に係る経費の支出について
330,440

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 いじめ・不登校・児童虐待等防止対策事業にかかる第１回大阪市いじめ対策連絡会議報償金の支出について
49,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 令和２年度指導部会計年度任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（７月　ブロック化による学校支援事業)
640

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 令和２年度指導部会計年度任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（７月　学力向上を図る実践研究プロジェクト事業)
4,950

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 【１０月１日実施予定】看護師の学校行事参加にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実（医療的ケアの必要な児童生徒への看護師配置）聖和小学校）
5,480

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 【９月25日実施】看護師の学校行事参加にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実（医療的ケアの必要な児童生徒への看護師配置）中浜小学校）
2,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 【１０月１日実施予定】看護師の学校行事参加にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実（医療的ケアの必要な児童生徒への看護師配置）鷺洲小学校）
8,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 令和２年度指導部会計年度任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（６月　学校力ＵＰ支援事業)
49,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(９月　業務調整グループ分)
6,928

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(８月　第２教育ブロックグループ分)
27,866

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分）
7,194

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ボールペン（黒）外６８点の買入及び同所要経費の支出について(外国からの児童生徒の受入れ・共生のための教育推進事業及び学校元気アップ地域本部事業用)
30,173

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 キーボードシリコンカバー外16点の買入及び同経費の支出について（キャリア教育支援センター用）
36,034

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ボールペン（黒）外６８点の買入及び同所要経費の支出について(外国からの児童生徒の受入れ・共生のための教育推進事業及び学校元気アップ地域本部事業用)
394,790

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 家庭学習ノート買入（第３教育ブロック　玉造小学校　外71校）にかかる経費の支出について（ブロック化による学校支援事業用）
1,526,250

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 「日本語学級１初級必修の語彙と文字」外60点の買入及び同所要経費の支出について(外国からの児童生徒の受入れ・共生のための教育推進事業用)
359,647

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 第２及び３共生支援拠点にかかる電話料金の支出について(９月請求分　外国からの児童生徒の受入れ・共生のための教育推進事業)
46,337

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン等機器一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（９月分）
86,350

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン機器一式借入(長期継続契約）にかかる経費の支出について（９月分）
87,780

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
7,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 令和２年度指導部会計年度任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（７月　校長経営戦略支援予算事業)
3,620

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「大阪市立水都国際中学校及び大阪市立水都国際高等学校指定管理法人業務」管理代行料（下期）の支出について
82,085,250

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 「大阪市立水都国際中学校及び大阪市立水都国際高等学校指定管理法人業務」管理代行料（下期）の支出について
113,355,820

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分）
13,695

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月19日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 大阪市特別支援教育センター（インクルーシブ教育推進室）９月請求分電気料金の支払いについて
42,805

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【９月２３日開催】特別支援教育専門家チーム・アドバイザー派遣にかかる謝礼金（インクルーシブ推進室）の支出について（インクルーシブ推進室　特別支援教育推進事業）
10,080

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(９月　英語イノベーション担当分)
16,010

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(９月　第１教育ブロックグループ分)
35,342

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(９月　人権国際教育担当分)
41,480

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 大阪市特別支援教育センター（インクルーシブ教育推進室）９月請求分電気料金の支払いについて
943,318

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 令和２年度指導部有償ボランティアに係るスポーツ安全保険料及び加入手数料の支出について（１０月申請分　外国からの児童生徒の受入れ・共生のための教育推進事業等）
94

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 令和２年度指導部有償ボランティアに係るスポーツ安全保険料及び加入手数料の支出について（１０月申請分　外国からの児童生徒の受入れ・共生のための教育推進事業等）
23

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 令和２年度指導部有償ボランティアに係るスポーツ安全保険料及び加入手数料の支出について（１０月申請分　外国からの児童生徒の受入れ・共生のための教育推進事業等）
23

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 令和２年度指導部有償ボランティアに係るスポーツ安全保険料及び加入手数料の支出について（１０月申請分　外国からの児童生徒の受入れ・共生のための教育推進事業等）
800
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 令和２年度指導部有償ボランティアに係るスポーツ安全保険料及び加入手数料の支出について（１０月申請分　外国からの児童生徒の受入れ・共生のための教育推進事業等）
800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 令和２年度指導部有償ボランティアに係るスポーツ安全保険料及び加入手数料の支出について（１０月申請分　外国からの児童生徒の受入れ・共生のための教育推進事業等）
3,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 大阪市インクルーシブ教育推進室昇降機設備保守点検及び遠隔監視業務委託にかかる経費の支出について（９月分）（特別支援教育の充実）
11,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 産経新聞の購入について（第２四半期）（特別支援教育の充実）
12,111

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立デザイン教育研究所コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
1,175,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 淀商業高等学校ボランティア科実習システム一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
61,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立咲くやこの花高等学校学校管理システム用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
1,098,130

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 咲くやこの花高等学校　工業科目実習用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
363,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校学校管理システム機器一式長期借入（再リース）契約の締結並びに同経費の支出について（９月分）
71,830

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立扇町総合高等学校教育支援システム用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
847,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立西高等学校情報教育実習用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
1,269,510

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立桜宮高等学校スポーツ情報処理教育用コンピュータ機器一式並びに生徒支援情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
667,260

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高等学校実習用パソコン機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
1,849,980

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 市立高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
226,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校情報教育用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
575,190

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立桜宮高等学校スポーツ情報処理教育用コンピュータ機器一式並びに生徒支援情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
4,290

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入（再リース）契約の経費の支出について（９月分）
180,950

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（再々リース）（９月分）
121,495

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ機器一式の長期借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
1,360,590

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 住吉商業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
601,590

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 扇町総合高等学校情報教育用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
910,470

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立中央高等学校プログラミング実習用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
710,050

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立東淀工業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式の長期借入契約にかかる経費の支出について〔1台分〕（９月分）
7,512

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 工芸高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（再々リース）（９月分）
98,565

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 咲くやこの花高等学校　デザイン系科目実習用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
236,940

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 令和２年度　東淀工業高等学校シリコン整流器コンデンサ取外業務委託及び同経費の支出について（PCB含有機器の回収及び処分事業用）
139,150

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 リモート会議用ヘッドセットの買入に係る経費の支出について（特別支援教育の充実　インクルーシブ教育推進室運営用）
6,534

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 再生トナーカートリッジ外１点の経費の支出について（指導振興事務費）
67,375

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 インクルスタッフ交通費の支出について（令和２年８月分　特別支援教育の充実（特別教育支援サポーター及びインクルーシブ教育推進スタッフの配置））
16,170

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【９月分】令和２年度こどもサポートネット（スクールソーシャルワーカーの配置）にかかるスーパーヴァイザー報償金の支出について
185,440

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【７～９月分】いじめ・不登校・児童虐待等防止対策事業（スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカー（SSW）派遣）におけるＳＳＷ報償金の支出について
15,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【９月分】適応指導教室の設置モデル事業及び不登校特例校設置に向けた調査研究にかかる有償ボランティア報償金の支出について
92,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【９月分】適応指導教室の設置モデル事業及び不登校特例校設置に向けた調査研究にかかる不登校支援コーディネーター（ＳＣ）報償金の支出について
116,720

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【７～９月分】いじめ・不登校・児童虐待等防止対策事業（スクールカウンセラー（ＳＣ）及びスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）派遣）におけるＳＣ報償金の支出について
220,140

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度もと弘治小学校における一般廃棄物収集運搬業務委託（単価契約）に係る経費の支出について（９月分）
290

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度もと弘治小学校における産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託（単価契約）に係る経費の支出について（９月分）
990

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【９月分】スクールロイヤー学校派遣相談等の実施にかかる報償金の支出について
197,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【９月分】いじめ・不登校・児童虐待等防止対策事業にかかるいじめ対策委員報償金の支出について
39,260

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 令和２年度通訳者等にかかる報償金の口座不能による再支出について（令和２年８月分）
9,132

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 令和２年度指導部会計年度任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（８月　国際理解教育推進事業)
76,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(９月　生活指導支援員分)
5,950

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 令和２年度指導部会計年度任用職員にかかる市内出張交通費等の支出について（８月英語イノベーション事業）
684,161

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 看護師の学校行事参加にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実（医療的ケアの必要な児童生徒への看護師配置）我孫子中学校）
15,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(９月　インクルこども相談センター分)
6,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(９月　第４教育ブロックグループ分)
40,320

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(９月　初等・中等教育担当分)
28,148

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(９月　生活指導グループ担当分)
12,160
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(９月　第３教育ブロックグループ分)
41,159

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 アクリルボードの買入及び同経費の支出について（キャリア教育支援センター用）
80,190

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入及び同経費の支出について（学力向上推進事業用）
18,700

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 園芸用培養土外１４点の買入に係る経費の支出について(学校元気アップ事業地域本部)
151,976

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 インクルーシブ教育推進室運営にかかるガス料金の支出について（9月分）
1,234

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 令和２年度もと弘治小学校における産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託（単価契約）に係る経費の支出について（９月分）
1,980

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 令和２年度手話通訳指導員派遣業務委託にかかる経費の支出について（第２四半期分）
193,875

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 令和２年度もと弘治小学校における産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託（単価契約）に係る経費の支出について（９月分）
1,980

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 令和２年度もと弘治小学校における一般廃棄物収集運搬業務委託（単価契約）に係る経費の支出について（９月分）
580

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 令和２年度インクルーシブ教育推進室における一般廃棄物収集運搬業務委託（単価契約）に係る経費の支出について（第２四半期）
11,286

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 令和２年度もと弘治小学校における一般廃棄物収集運搬業務委託（単価契約）に係る経費の支出について（９月分）
580

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 令和２年度キャリア教育支援センターにおける一般廃棄物収集運搬業務委託（単価契約）に係る経費の支出について（第２四半期）
4,060

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【９月分】スクールロイヤーメール及び電話相談の実施にかかる報償金の支出について
60,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【１０月２日開催】特別支援教育推進講座の開催に係る講師謝礼金の支出について（特別支援教育の充実）
10,080

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(９月　高等学校教育担当分)
29,870

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 「公設民営担当用ビニル手提げバック外１点」購入にかかる経費の支出について
14,144

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 第２共生支援拠点にかかる電話料金の支出について(１０月請求分　外国からの児童生徒の受入れ・共生のための教育推進事業)
11,555

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 令和２年度　大阪市立中学校ブロック音楽会楽器等運搬作業業務委託の実施及び同所要経費の支出について
166,320

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 令和２年度大阪市インクルーシブ教育推進室向け通信サービスに係る経費の支出について（特別支援教育の充実）（９月分）
35,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 学力向上推進指導室にかかる電話料の支出について（１０月分）
17,962

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　庁用器具費 スポットクーラー買入及び同経費の支出について(外国からの児童生徒の受入れ・共生のための教育推進事業用)
78,320

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 令和２年度通訳者等にかかる報償金の支出について（９月分　外国からの児童生徒の受入れ・共生のための教育推進事業）
538,680

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 令和２年度学校元気アップ地域本部事業　地域コーディネーターにかかる経費の支出について(６月分)（その２）
38,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 令和２年度日本語指導協力者等にかかる報償金の支出について（９月分　外国からの児童生徒の受入れ・共生のための教育推進事業）
2,441,340

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 令和２年度国際クラブ指導者（時間講師）にかかる報償金の支出について（９月分　国際理解教育推進事業）
700,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 令和２年度学校元気アップ地域本部事業　地域コーディネーターにかかる経費の支出について(８月分)
6,066,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 事務職員市内出張交通費の支出について（令和２年８月分　特別支援教育の充実（特別支援教育の機能集約））
680

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 看護師の学校行事参加にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実（医療的ケアの必要な児童生徒への看護師配置）東田辺小学校）
3,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 看護師の学校行事参加にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実（医療的ケアの必要な児童生徒への看護師配置）阪南中学校）
34,560

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 令和２年度指導部会計年度任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（７月　学校力ＵＰ支援事業)
55,630

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 相談員市内出張交通費の支出について（令和２年８月分　特別支援教育の充実（特別支援教育の機能集約））
1,170

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(９月　学力向上グループ分)
17,780

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 大学ノート外２点買入（第２教育ブロック　滝川小学校　外112校）（その３）にかかる経費の支出について（ブロック化による学校支援事業用）
2,220,262

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 キャリア教育支援センターの光回線通信料金の支出について（９月分 10月請求）
6,435

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 インクルーシブ教育推進室の光回線通信料金の支出について（９月分　特別支援教育の充実）
5,940

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 インクルーシブ教育推進室にかかる電話料金の支出について（9月分）
70,429

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度全国産業教育主管課長連絡会にかかる会費の支出について
2,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 デザイン教育研究所　非常勤講師にかかる報償金の支出について（9月分　デザイン教育研究所費）
663,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 特別支援学級在籍児童の通学保障（通学タクシー）に係るタクシー料金の支出について（喜連瓜破介護タクシー　第２四半期）
12,350

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 特別支援学級在籍児童の通学保障（通学タクシー）に係る介護タクシー料金の支出について（アベノケアステーション　第２四半期）
16,640

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 特別支援学級在籍児童の通学保障（通学タクシー）に係るタクシー料金の支出について（喜連瓜破介護タクシー　第２四半期）
2,470

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 高等学校スクールカウンセラーにかかる報償金の支出について（９月分　高等学校生徒支援事業）
593,160

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 扇町総合高等学校社会人講師にかかる報償金の支出について（９月分　扇町総合高等学校における社会人講師の招聘事業）
108,380

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月01日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 委託料　委託料 西成区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託契約の締結及び同所要経費の支出について
42,500

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立榎並小学校給食調理等業務委託経費の支出について（8月分）
1,709,400

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立横堤小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（8月分）
1,980,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立放出小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（8月分）
1,631,034
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教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立古市小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（8月分）
1,404,973

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立横堤小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（8月分）
4,061,750

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立古市小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（8月分）
1,826,947

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立放出小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（8月分）
2,390,489

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月02日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 使用料及賃借料　使用料 令和2年度　大阪市立高等学校総合体育大会会場使用料に係る経費支出について（10/3開催、当日支払い分：ソフトテニス）
39,600

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 令和２年度運動部活動指導者技術講習会の実施及び講師謝礼金の支出について（卓球）
25,800

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立晴明丘小学校給食調理等業務委託長期継続の支出について（８月分）
1,897,500

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立磯路小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（８月分）
809,923

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立田中小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（８月分）
2,097,700

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立磯路小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（８月分）
1,764,902

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立田中小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（８月分）
3,107,225

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月07日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 需用費　印刷製本費 令和３年度　就学時健康診断用はがき印刷にかかる所要経費の支出について
143,991

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校給食用作業衣上（半袖女子）外９点の買入にかかる経費支出について
14,091,737

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校給食用作業衣上（半袖女子）外９点の買入にかかる経費支出について
59,686

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月09日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　普通旅費 令和２年度　保健体育担当市内出張費の支出について（７月分　保健グループ分）
8,450

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校給食用軍手の購入にかかる経費の支出について
380,886

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月12日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　普通旅費 令和２年度　保健体育担当市内出張費の支出について（７月　体育グループ分）
6,540

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月12日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　普通旅費 学校給食にかかる市内出張交通費等の支出について（給食グループ７月口座不能分）
2,210

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月12日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 需用費　消耗品費 学校給食事務用学校給食関係法規資料集追録の購入経費の支出について
47,916

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 令和２年度　部活動技術指導者招聘事業にかかる報償金の支出について（第１期分）
2,109,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 令和２年度　部活動活用事業　チラシ印刷にかかる契約及び同所要経費の支出について
25,080

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用業務用給湯器（港晴小学校外２校）買入経費の支出について
1,180,740

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用牛乳保冷庫（榎並小学校外３校）買入経費の支出について
2,726,900

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用食器（缶）消毒保管庫買入（豊里小学校外２校）経費の支出について
2,394,700

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器除細動器（ＡＥＤ）１８０台の長期借入契約について（９月分）
4,334

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器除細動器（ＡＥＤ）長期借入契約（２６７台分）について（９月分）
265,449

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器除細動器（ＡＥＤ）１８０台の長期借入契約について（９月分）
307,714

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器除細動器（ＡＥＤ）長期借入契約（２６７台分）について（９月分）
202,164

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器除細動器（ＡＥＤ）１８０台の長期借入契約について（９月分）
36,839

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器除細動器（ＡＥＤ）長期借入契約（２６７台分）について（９月分）
1,757

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器除細動器（ＡＥＤ）１８０台の長期借入契約について（９月分）
41,173

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　其他委員等旅費 学校給食にかかる市内出張交通費等の支出について（給食グループ・会計年度任用職員８月分）
3,440

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 需用費　印刷製本費 令和２年度歯科保健事業ポスターの印刷にかかる契約及び同経費の支出について
18,480

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 委託料　委託料 学校給食食品細菌検査業務委託経費の支出について（９月分）
189,970

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 使用料及賃借料　使用料 マイナンバー制度にかかる業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器一式長期借入（再リース）契約について
3,410

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 需用費　印刷製本費 令和３年度　就学時健康診断実施要項外２点印刷にかかる所要経費の支出について
199,100

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　大阪市立高等学校総合体育大会会場使用に係る経費の支出について(サッカー)
24,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 部活動指導員（新しく配置された大学生）のための研修会に係る講師謝礼金の支出について（令和２年９月２５日開催）
27,490

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月19日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　大阪市中学校秋季総合体育大会会場使用に係る経費の支出について（陸上　9/21・9/22開催）
364,800

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立姫島小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
1,691,800

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立茨田北小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
1,729,750

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立島屋小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
2,044,900

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立三国小学校外２校給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
6,924,500

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立友渕小学校外１校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
5,104,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立菅原小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
2,365,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立梅香小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
661,939

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立阪南小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
1,923,900
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教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小松小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
2,035,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立井高野小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
3,866,187

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立三軒家東小学校給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,771,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立本田小学校給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
2,750,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立北恩加島小学校外３校給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,067,044

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立淀川小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
3,308,634

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立巽南小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
5,363,857

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立片江小学校外２校給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
3,829,839

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立長居小学校給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
2,227,500

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立住之江小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
1,011,621

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立啓発小学校・中島中学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
958,144

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立阿倍野小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
1,404,072

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立加美小学校外２校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
5,162,500

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立九条北小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
1,066,624

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立南百済小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
1,585,650

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立桃陽小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
3,437,500

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立難波中学校外２校給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,562,091

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立豊新小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
2,453,140

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立育和小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
1,905,200

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立弁天小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（９月分
1,757,976

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立高見小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
1,404,566

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立西九条小学校給食調理等業務委託長期継続の支出について（９月分）
1,639,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立田中小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（９月分）
2,097,700

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立平野中学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
2,311,526

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立清江小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
2,959,027

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立晴明丘小学校給食調理等業務委託長期継続の支出について（９月分）
1,897,500

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立磯路小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（９月分）
809,923

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立歌島中学校外１校学校給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,410,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新高小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
2,467,068

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鷹合小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
1,759,934

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立海老江西小学校外４校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
6,382,691

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立榎本小学校給食調理等業務委託経費の支出について（9月分）
2,563,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立金塚小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
2,344,542

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立田辺小学校外１校給食調理等業務委託経費の支出について（9月分）
3,739,358

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中本小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
1,650,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立長吉南小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
1,009,679

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立加島小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
1,795,023

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立伝法小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
1,010,474

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大道南小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
2,402,634

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立みどり小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
1,652,667

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立諏訪小学校給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
2,607,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立長吉出戸小学校外１校給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
3,950,100

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鯰江小学校給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
2,970,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大空小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
3,848,220

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立矢田小学校・矢田南中学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
770,019

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新今宮小学校・今宮中学校給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,375,695

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立常盤小学校外1校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
4,538,875
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教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立加賀屋東小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
2,429,891

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立日吉小学校外２校給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
3,559,165

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立茨田小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
1,345,361

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立岸里小学校外2校給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,815,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立依羅小学校外3校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
1,738,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立聖和小学校外４校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
4,261,090

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立桜宮小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
1,750,471

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中津小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
1,758,002

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立平野小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
3,847,731

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鶴見橋中学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
1,709,950

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鶴見南小学校給食調理等業務委託経費の支出について（9月分）
2,872,222

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立茨田東小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
2,334,308

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立瓜破小学校外3校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
2,868,257

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中央小学校給食調理等業務委託経費の支出について（9月分）
3,438,402

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立西天満小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
3,126,933

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立真田山小学校給食調理等業務委託経費の支出について（9月分）
2,096,600

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新森小路小学校給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
2,392,830

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立築港小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
956,890

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立田川小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
2,326,845

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立豊仁小学校外1校給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,815,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立伝法小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
4,253,026

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立北恩加島小学校外３校給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
7,264,906

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立瓜破小学校外3校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
5,934,080

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中津小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
6,170,248

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立矢田小学校・矢田南中学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
4,076,038

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立緑中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
4,277,702

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立田中小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（９月分）
3,661,625

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立築港小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
3,105,251

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立住吉中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
3,908,905

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立啓発小学校・中島中学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
3,136,606

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立長吉南小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
1,685,764

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立南港みなみ小学校・南港南中学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
3,555,750

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立生野中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
830,560

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立堀江中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
1,804,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立野田中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
704,990

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立摂陽中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
3,689,598

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立東淀中学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
3,614,930

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大正中央中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
781,660

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立磯路小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（９月分）
2,457,902

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立矢田西中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
919,600

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立東生野中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
829,400

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立金塚小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
5,317,453

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立加美東小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
4,641,450

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立日吉小学校外２校給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
3,811,583

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立依羅小学校外3校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
7,740,837

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立聖和小学校外４校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
4,667,737

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立浪速小学校・日本橋中学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
4,351,141
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教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立桃陽小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
5,071,457

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立高殿小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
4,611,013

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立平野中学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
5,377,900

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立平野北中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
3,259,865

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立九条北小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
3,257,751

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新高小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
3,927,128

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立姫島小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
4,611,233

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立加賀屋東小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
5,899,822

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立巽南小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
3,133,643

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鶴見橋中学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
4,557,317

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立阿倍野小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
4,788,347

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大空小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
3,103,780

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立歌島中学校外１校学校給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
3,551,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立海老江西小学校外４校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
3,363,473

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立難波中学校外２校給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
4,499,550

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立高見小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
3,077,934

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立清江小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
3,409,243

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立玉津中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
746,460

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立高津中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
892,430

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立木津中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
2,633,812

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大道南小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
4,003,766

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新今宮小学校・今宮中学校給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
958,749

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立弁天小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（９月分
2,191,024

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立桜宮小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
2,927,576

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立西天満小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
5,871,067

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鶴町小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
3,858,250

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立市岡東中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
746,460

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立豊新小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
3,279,385

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立美津島中学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
4,426,400

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立井高野小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
2,644,905

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立加島小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
4,062,202

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立今市中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
1,002,260

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鷹合小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
6,586,811

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立片江小学校外２校給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
4,976,348

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立菫中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
3,817,398

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立田川小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
3,064,391

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立桑津小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
8,338,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立茨田東小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
3,429,692

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立平野小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
3,077,462

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立住之江小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
7,588,533

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立梅香小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
1,682,394

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中本小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
3,410,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立淀川小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
2,748,681

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立岸里小学校外2校給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
3,286,250

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　普通旅費 学校給食にかかる市内出張交通費等の支出について（給食グループ８月分）
20,134

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 需用費　印刷製本費 令和２年度　大阪市中学校水泳競技大会プログラム外６点の印刷及び同所要経費の支出について
643,500

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 委託料　委託料 令和２年度給食調理員等検便検査にかかる業務委託経費の支出について（9月分）
229,402
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教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　大阪市中学校秋季総合体育大会会場使用に係る経費の支出について（テニス・9/26・9/27開催）
219,520

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立放出小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
1,631,034

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立榎並小学校給食調理等業務委託経費の支出について（9月分）
1,709,400

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立古市小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
1,404,973

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立横堤小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
1,980,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大領小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
2,038,300

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立長吉六反中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
1,148,400

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大宮中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
1,276,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立東陽中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
787,248

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大和川中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
1,252,900

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立城東中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
2,299,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新生野中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
1,084,600

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立梅南中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
788,040

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立天下茶屋中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
1,212,200

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立古市小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
3,031,853

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立放出小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
3,504,169

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大領小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
4,716,525

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立墨江丘中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
1,439,900

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立今津中学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
5,705,480

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立桃谷中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
1,148,400

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立田島中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
853,600

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立港中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
1,276,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立矢田中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
1,276,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立横堤小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（9月分）
4,963,750

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大池中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
853,600

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断実施にかかる切手購入経費の支出について（資金前渡）
67,200

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 委託料　委託料 大阪市学校給食献立作成システムの保守運用業務委託経費の支出について（9月分）
161,823

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 使用料及賃借料　船車賃借料 令和２年度大阪市中学校・大阪市立高等学校総合体育大会に係るタクシーの借上業務委託経費の支出について
97,900

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立北巽小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
1,741,940

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立南港桜小学校給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
2,068,611

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立南大江小学校給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
2,585,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立柴島中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
1,247,400

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立玉出中学校給食配送業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
770,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立北巽小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
2,712,950

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立咲くやこの花中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
1,504,800

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立野田小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（９月分）
8,272,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用物資精米・委託米飯購入経費の支出について（９月分）
74,686,232

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立学校給食用食材提供業務委託（第２区）長期継続（その２）経費の支出について（９月分食材費）
92,439,349

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立学校給食用食材提供業務委託（第３区）長期継続（その２）経費の支出について（９月分食材費）
72,830,193

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用牛乳購入経費の支出について（９月分）
142,247,215

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立学校給食用食材提供業務委託（第１区）長期継続（その２）経費の支出について（９月分食材費）
66,941,408

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立学校給食用食材提供業務委託（第４区）長期継続（その２）経費の支出について（９月分食材費）
75,892,012

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用物資製品パン購入経費の支出について（９月分）
45,561,139

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立豊崎本庄小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（９月分）
795,434

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大東小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（９月分）
788,876

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立宮原小学校給食調理等業務委託長期継続の支出について（９月分）
1,980,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校給食用食材提供業務委託（第１区）長期継続（その２）経費の支出について（９月分食材提供業務）
6,253,300
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教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立すみれ小学校外２校給食調理等業務委託長期継続の支出について（９月分）
7,150,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校給食用食材提供業務委託（第４区）長期継続（その２）経費の支出について（９月分食材提供業務）
6,448,716

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新東三国小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（９月分）
1,157,654

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校給食用食材提供業務委託（第２区）長期継続（その２）経費の支出について（９月分食材提供業務）
6,709,270

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立姫里小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（９月分）
1,910,700

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立御幣島小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（９月分）
895,224

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校給食用食材提供業務委託（第３区）長期継続（その２）経費の支出について（９月分食材提供業務）
6,470,429

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立学校給食用食材提供業務委託（第１区）長期継続（その２）経費の支出について（９月分食材費）
39,991,068

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立学校給食用食材提供業務委託（第４区）長期継続（その２）経費の支出について（９月分食材費）
37,845,748

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立学校給食用食材提供業務委託（第２区）長期継続（その２）経費の支出について（９月分食材費）
46,897,903

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用物資精米・委託米飯購入経費の支出について（９月分）
44,529,404

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用牛乳購入経費の支出について（９月分）
58,724,187

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用物資製品パン購入経費の支出について（９月分）
26,679,299

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立学校給食用食材提供業務委託（第３区）長期継続（その２）経費の支出について（９月分食材費）
39,366,086

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大東小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（９月分）
1,978,504

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立豊崎本庄小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（９月分）
1,581,039

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校給食用食材提供業務委託（第２区）長期継続（その２）経費の支出について（９月分食材提供業務）
2,732,397

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立姫里小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（９月分）
4,694,382

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立城陽中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（９月分）
5,458,750

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大隅東小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（９月分）
5,289,350

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新東三国小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（９月分）
3,062,936

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校給食用食材提供業務委託（第４区）長期継続（その２）経費の支出について（９月分食材提供業務）
2,626,284

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立御幣島小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（９月分）
2,431,946

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校給食用食材提供業務委託（第１区）長期継続（その２）経費の支出について（９月分食材提供業務）
2,546,700

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校給食用食材提供業務委託（第３区）長期継続（その２）経費の支出について（９月分食材提供業務）
2,635,127

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　大阪市立高等学校総合体育大会会場使用に係る経費の支出について（硬式野球　10/3開催）
89,200

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度全国学校保健主事会会費の支出について
10,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度近畿学校保健主事研究協議会会費の支出について
15,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立都島小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
1,727,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立都島小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
4,659,462

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立本庄中学校給食配送業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
842,600

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用スライド扉屋外冷蔵庫買入経費の支出について
495,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用屋外冷蔵庫（2000L）買入（神津小学校外２校）経費の支出について
1,131,900

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用保存食用冷凍庫（神津小学校外１校）買入経費の支出について
369,600

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立堀江小学校給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
4,394,500

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立学校児童・生徒心電図検査業務委託（西九条小学校外94校）（概算契約）の支出について
13,318,327

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立学校児童・生徒心電図検査業務委託（滝川小学校外123校）（概算契約）の支出について
16,790,908

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　大阪市中学校秋季総合体育大会会場使用に係る経費の支出について（体操　9/18・9/19分）
122,180

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

令和02年10月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 令和2年度大阪市史編纂事業業務委託所要経費の支出について（第3四半期）
5,806,693

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 市史編纂所事務事業用コピー料金（９月分）の支出について
2,581

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月01日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　港図書館　電気・水道代の支出について（６月分）
5,459

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月01日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　島之内図書館　電気・水道料金９月分の支出について
11,409

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月01日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　港図書館　電気・水道代の支出について（６月分）
55,634

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月01日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　大正図書館　電気・水道料金９月分の支出について
21,842

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月01日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　港図書館　電気代の支出について（５月分）その２
29,142

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月01日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　大正図書館　電気・水道料金９月分の支出について
127,602

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月01日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　島之内図書館　電気・水道料金９月分の支出について
169,114
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月01日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　港図書館　電気・水道代の支出について（７月分）
6,516

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月01日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　港図書館　電気・水道代の支出について（７月分）
71,558

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　産業廃棄物収集運搬処理業務委託（単価契約）の実施及び同経費の支出について（８月分）
44,330

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東成図書館　植栽剪定費用分担金の支出について（令和２年度）
9,117

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館　廃棄物収集運搬・処理費分担金の支出について（８月分）
27,903

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館　旭複合施設共用部分清掃委託業務分担金の支出について（８月分）
16,636

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館　壁面取付け照明改修工事費分担金の支出について
9,350

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　大正図書館　塵芥処理委託料分担金の支出について（９月分）
2,827

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　住之江図書館　ＡＥＤリース料にかかる分担金の支出について（９月分）
3,056

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月09日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大阪市立中央図書館蛍光灯２種買入の支出について
460,900

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月09日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　東住吉図書館　電気料金９月分の支出について
322,324

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月09日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　東住吉図書館　水道料金９月分の支出について
9,001

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　住之江図書館　電気・水道料金８月分の支出について
193,563

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　阿倍野図書館　電気・水道料金８月分の支出について
48,994

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　阿倍野図書館　電気・水道料金８月分の支出について
486,360

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　旭図書館　水道、ガス、電気使用料の支出について（８月分）
110,895

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　住之江図書館　電気・水道料金８月分の支出について
18,720

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　鶴見図書館　電気料金８月分の支出について
393,918

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　都島図書館　水道・電気料金９月分の支出について
216,273

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　都島図書館　水道・電気料金９月分の支出について
5,012

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　旭図書館　水道、ガス、電気使用料の支出について（８月分）
311,364

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　旭図書館　水道、ガス、電気使用料の支出について（８月分）
111,059

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　東淀川図書館　水道料金９月分の支出について
20,624

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　福島図書館　水道料金９月分の支出について
548

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月15日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　建物修繕料 福島複合施設３階掃除用流し及び水栓ほか１件修繕の実施と同経費の支出について
49,631

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　北図書館　水道料金９月分の支出について
11,567

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　港図書館　電気・水道代の支出について（８月分）
7,535

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　港図書館　電気・水道代の支出について（８月分）
84,103

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　北図書館　電気料金８月分の支出について
246,041

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 福島複合施設３階掃除用流し及び水栓ほか１件修繕の実施と同経費の支出について
51,888

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　自動制御設備保守点検業務委託の実施と同経費の支出について（９月分）
117,700

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立天王寺図書館　自動扉保守点検業務委託の実施と同経費の支出について（４～９月分）
57,200

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館産業廃棄物（廃蛍光管）収集運搬業務委託の実施と同経費の支出について
121,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 都島複合施設　昇降機保守点検業務委託の実施と同経費の支出について（７～９月分）
32,313

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 東住吉複合施設　昇降機保守点検業務委託の実施と同経費の支出について（７～９月分）
36,353

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立天王寺図書館　昇降機保守点検業務委託の実施と同経費の支出について（７～９月分）
132,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立平野図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（９月分：２０回目）
89,970

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平野図書館閲覧室系統空調機ドレンパン保湿剤取付業務委託の実施及び同経費の支出について
88,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東成図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（９月分：第２０回目）
95,700

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 一般維持管理用　中央図書館　送受信兼用ファクシミリ装置借入（再リース）の実施と同経費の支出について（９月分）
10,890

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立地域図書館自動体外式除細動器（AED）長期借入（長期継続）の実施及び同経費の支出について（９月分）
16,665

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,982

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,696

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　西成図書館　電気・水道料金８月分の支出について
221,165

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　西成図書館　電気・水道料金８月分の支出について
6,864

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,100

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,110
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大阪市立中央図書館除菌用エタノール製剤買入（その２）について
92,950

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　東淀川図書館　電気料金９月分の支出について
324,952

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 大阪市立島之内図書館　閲覧室雨漏り及び男子トイレ窓修繕の実施と同経費の支出について
327,800

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館　エレベーター保守点検料分担金の支出について（４月～９月分）
55,440

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館　空調設備業務委託料分担金の支出について（９月分）
56,100

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 北図書館　一般・産業廃棄物処理業務経費分担金の支出について（８月分）
3,485

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館　機械警備業務委託費分担金の支出について（７～９月分）
10,560

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館　自動ドア保守点検業務委託料分担金の支出について（４～９月分）
64,251

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月20日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 福島複合施設　昇降機保守点検業務委託の実施と同経費の支出について（７～９月分）
30,067

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月20日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 中央複合施設　昇降機保守点検業務の実施と同経費の支出について（７～９月分）
47,381

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大阪市立中央図書館　充電式クリーナー外９点買入について
64,130

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　鶴見図書館　水道料金９月分の支出について
36,937

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　鶴見図書館　ガス料金９月分の支出について
110,050

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　福島図書館　電気料金９月分の支出について
184,051

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 福島複合施設　昇降機保守点検業務委託の実施と同経費の支出について（７～９月分）
15,772

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　昇降機保守点検業務委託の実施と同経費の支出について（前期分：４～９月分）
2,288,880

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　自動扉保守点検業務の実施と同経費の支出について（前期：４～９月分）
371,800

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 此花複合施設　昇降機保守点検業務委託の実施と同経費の支出について（７～９月分）
25,851

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立福島図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（９月分：第２０回目）
71,500

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立住之江図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（９月分：第１８回目）
67,100

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 西成複合施設　昇降機保守点検業務委託の実施と同経費の支出について（７～９月分）
19,578

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大正複合施設　昇降機保守点検業務委託の実施と同経費の支出について（７～９月分）
36,468

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立北図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（９月分：第１８回目）
62,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 生野複合施設　昇降機保守点検業務委託の実施と同経費の支出について（７～９月分）
95,040

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立都島図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（９月分：１８回目）
61,710

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大淀複合施設　昇降機保守点検業務委託の実施と同経費の支出について（７～９月分）
47,045

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立平野図書館　昇降機保守点検業務委託の実施と同経費の支出について（７～９月分）
112,200

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　トレイ搬送設備保守点検業務委託の実施と同経費の支出について（前期：４～９月分）
1,691,844

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 東成複合施設　昇降機保守点検業務委託の実施と同経費の支出について（７～９月分）
89,034

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立天王寺図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（９月分：第２０回目）
83,100

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央複合施設　昇降機保守点検業務の実施と同経費の支出について（７～９月分）
18,939

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 住之江複合施設　昇降機保守点検業務委託の実施と同経費の支出について（７～９月分）
30,222

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（９月分：第１８回目）
1,903,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立此花図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（９月分：１８回目）
83,930

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立島之内図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（９月分：第２０回目）
72,570

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 大阪市立生野図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（９月分：２０回目）
37,840

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　中央図書館コピー代金（９月分）の支出について
22,296

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　淀川図書館　電気料金９月分の支出について
128,500

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　浪速図書館　電気料金９月分の支出について
153,639

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　天王寺図書館　電気料金９月分の支出について
144,610

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　平野図書館　電気料金９月分の支出について
185,166

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 中央図書館　地下駐車場シャッター開閉スイッチ修繕の実施と同経費の支出について
107,327

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立大正図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（９月分：１８回目）
61,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東住吉図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（９月分：１８回目）
58,300

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館１階東側閲覧室系統空気調和機ファンモーター取替整備業務委託の実施と同経費の支出について
935,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立西成図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（９月分：１８回目）
65,450

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立西淀川図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（９月分：２０回目）
110,000
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立住吉図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（７月～９月：第６回目）
436,560

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東淀川図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（９月分：１８回目）
85,800

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立淀川図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（９月分：第２０回目）
50,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立生野図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（９月分：２０回目）
50,160

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立港図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（９月分：１８回目）
41,442

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（９月分：１８回目）
158,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立浪速図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（９月分：２０回目）
48,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立図書館窓口等業務委託（阿倍野図書館外４館）長期継続（その２）経費の支出について（９月分：第２８回目）
9,284,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館窓口等業務委託　長期継続経費の支出について（９月分：第１８回目）
14,025,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立図書館窓口等業務委託（西淀川図書館外4館）長期継続経費の支出について（９月分：第６回目）
8,616,666

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報償費　報償金 令和２年度 大阪市立中央図書館地下１階左閲覧室一部レイアウト改修業務委託公募型プロポーザル第２回選定会議委員報酬の支出について
52,580

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市立島之内図書館　一般廃棄物収集運搬処理業務委託の実施と同経費の支出について（９月分）
2,200

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大阪市立浪速図書館ノーヒューズブレーカー外３点買入について
73,810

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　住吉図書館　電気料金９月分の支出について
212,602

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大淀複合施設他１０施設　自動扉保守点検業務委託の実施と同経費の支出について（前期：４～９月分）
253,222

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立天王寺図書館　一般廃棄物収集運搬処理業務委託の実施と同経費の支出について（９月分）
6,050

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立図書館図書等逓送業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（９月分：第２０回目）
2,284,700

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館地下4階貴重書庫系統プリント基板他交換業務委託の実施と同経費の支出について
63,800

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 港複合施設　昇降機保守点検業務委託の実施と同経費の支出について（７～９月分）
33,922

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立図書館窓口等業務委託（旭図書館外３館）長期継続（その２）経費の支出について（９月分：第２８回目）
8,030,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立島之内図書館　一般廃棄物収集運搬処理業務委託の実施と同経費の支出について（９月分）
2,200

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　一般廃棄物収集運搬処理業務委託の実施と同経費の支出について（９月分）
20,350

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立都島図書館　一般廃棄物収集運搬処理業務委託の実施と同経費の支出について（９月分）
5,500

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　産業廃棄物収集運搬処理業務委託（単価契約）経費の支出について（９月分）
35,750

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立図書館窓口等業務委託（東淀川図書館外３館）長期継続経費の支出について（９月分：第６回目）
6,248,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立図書館窓口等業務委託（平野図書館外４館）長期継続（その２）経費の支出について（９月分：第２８回目）
8,829,700

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 西成図書館　駐輪場入口床修理工事にかかる分担金の支出について（令和２年度分）
34,443

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　此花図書館　清掃業務費分担金の支出について　（７～９月分）
47,124

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　鶴見図書館　エレベーター保守点検分担金の支出について（９月分）
23,232

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域図書館（北図書館外２２館）コピー代の支出について（４～９月分）
527,199

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　旭図書館　水道、ガス、電気使用料の支出について（９月分）
103,764

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　旭図書館　水道、ガス、電気使用料の支出について（９月分）
119,867

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　東成図書館　電気代、水道代（９月分）の支出について
35,285

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　東成図書館　電気代、水道代（９月分）の支出について
480,469

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　旭図書館　水道、ガス、電気使用料の支出について（９月分）
279,284

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立旭図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（９月分：１８回目）
91,870

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立淀川図書館機械警備業務委託　長期継続　経費の支出について（９月分：１２回目）
5,610

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立天王寺図書館機械警備業務委託　長期継続　の経費の支出について（９月分：１２回目）
5,610

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館機械警備業務委託　長期継続　の支出について（９月分：５４回目）
9,350

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東住吉図書館機械警備業務委託　長期継続　の経費の支出について（９月分：１２回目)
5,610

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立図書館自動車文庫車運行管理業務委託（その２）長期継続経費の支出について（９月分：第８回目）
600,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館常駐警備業務委託　長期継続（その２）経費の支出について（９月分：１４回目）
707,300

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立平野図書館機械警備業務委託　長期継続　の支出について（９月分：５４回目））
8,250

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館　機械警備業務分担金の支出について（７～９月分）
11,019

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館　熱源機器及び空調設備保守料分担金の支出について（令和２年度・上半期分）
490,050

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東成図書館　清掃業務委託費用分担金の支出について　（９月分）
11,100

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東成図書館　機械警備費用分担金の支出について　（９月分）
3,036
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館　機械警備料分担金の支出について（９月分）
22,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　東住吉図書館　共用部分清掃業務料分担金の支出について（令和２年度４月～９月））
55,598

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館　塵芥処理料分担金の支出について　（９月分）
1,559

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館　植栽管理業務費分担金の支出について　（９月分）
11,088

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館　害虫駆除費分担金の支出について（７～９月分）
5,577

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館　清掃業務委託料分担金の支出について（９月分）
53,803

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館　消防設備点検費用分担金の支出について（９月分）
55,484

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館　一般ごみ運搬処分料分担金の支出について（９月分）
5,500

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野複合施設（阿倍野図書館分）　空気環境測定業務費用の分担金の支出について　　（８～９月分）
6,864

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 阿倍野複合施設　昇降機保守点検業務委託の実施と同経費の支出について（７～９月分）
151,800

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　東住吉図書館　廃棄物収集費分担金の支出について（上半期４月～９月）
9,873

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館　衛生害虫防除作業料分担金の支出について（９月分）
7,013

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館　廃棄物収集運搬・処理費分担金の支出について（９月分）
25,099

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館　旭複合施設共用部分清掃委託業務分担金の支出について（９月分）
16,636

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館　空気環境測定作業費分担金の支出について（令和２年９月分）
3,300

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 大阪市立図書館窓口等業務委託落札者評価会議にかかる委員報酬の支出について（第１回）
53,760

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　其他委員等旅費 市内出張交通費（令和２年９月会計年度任用職員分）の支払いについて
1,680

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（令和２年９月分）の支払いについて
83,871

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大阪市立鶴見図書館通路誘導灯買入の実施及び同経費の支出について
25,850

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大阪市立図書館　ブラインド用バランスウエイト外４点買入の実施及び同経費の支出について
129,250

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　港図書館　電気・水道代の支出について（９月分）
72,539

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　大正図書館　電気・水道料金１０月分の支出について
25,093

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　港図書館　電気・水道代の支出について（９月分）
7,346

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　大正図書館　電気・水道料金１０月分の支出について
97,505

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

令和02年10月09日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 令和2年度子ども読書の日記念事業にかかる講師謝礼金の支出について（9月）
7,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

令和02年10月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用ＯＡクリーナー（ボトルタイプ）外1点の購入経費の支出について（その2)
92,950

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

令和02年10月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用ブラックライト蛍光灯外2点の購入経費の支出について
24,860

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

令和02年10月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　印刷製本費 サービス事業用乳幼児向け絵本リストの印刷経費の支出について
89,100

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 地域館事業用行事にかかる講師謝礼金の支出について（９月）
31,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　其他委員等旅費 学校図書館補助員等の市内出張交通費の支出について（８月分）
82,410

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 サービス事業用マイクロフィルムリーダ―機器長期借入経費の支出について（９月分）
110,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

令和02年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用糊付きスチレンボード(B2)外2点の購入経費の支出について
69,718

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市立中央図書館（４フロア分）公衆無線ＬＡＮサービス経費の支出について（９月分）
22,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市立福島図書館外5館公衆無線ＬＡＮサービス経費の支出について（９月分）
33,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　会費 第106回全国図書館大会和歌山大会の参加費の支出について
2,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用ブックスタンド（Ｂ４判）外２点の購入経費の支出について
387,640

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 障がい者サービス事業用対面朗読サービス（9月）の協力者謝礼金の支出について
98,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 地域館事業用後納郵便料の支出について（９月地域図書館）
9,954

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 サービス事業用後納郵便料の支出について（９月中央図書館）
72,324

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　特別旅費 令和２年度図書館司書専門講座受講にかかる出張並びに同経費の支出について
64,040

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

令和02年10月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用タトルテープの購入経費の支出について
342,980

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

令和02年10月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市立都島図書館外6館公衆無線ＬＡＮサービス経費の支出について（9月分）
84,700

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月01日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館外3館閲覧用雑誌買入経費の支出について（8月分）
228,690

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月01日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館外3館閲覧用雑誌買入経費の支出について（8月分）
173,004

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月01日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館外4館閲覧用雑誌買入経費の支出について（8月分）
202,849

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月02日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館外1館閲覧用図書「いきものづくしものづくし」買入経費の支出について（１～６巻）
41,382

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館情報ネットワークシステム事業用ＰＰＣ用紙買入経費の支出について（その２）
411,400
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月09日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館外4館閲覧用雑誌買入経費の支出について（8月分）
227,977

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月09日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館外4館閲覧用雑誌買入経費の支出について（8月分）
220,158

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月09日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について（9月分その1）
199,451

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月09日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について（9月分その1）
1,465,931

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞(京都新聞滋賀版)買入経費の支出について（7月～9月分）
14,700

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞(読売KODOMO新聞外1紙)買入経費の支出について（7月～9月分）
3,300

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞(読売新聞外2紙)買入経費の支出について（7月～9月分）
60,660

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 生野図書館閲覧用新聞(東亜日報)買入経費の支出について（４月～９月分）
33,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 生野図書館閲覧用新聞(産経新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞(毎日新聞外6紙)買入経費の支出について（7月～9月分）
120,282

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞(産経新聞外3紙)買入経費の支出について（7月～9月分）
69,852

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞(朝日中高生新聞)買入経費の支出について（7月～9月分）
2,955

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 城東図書館閲覧用新聞(産経新聞)買入経費の支出について
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 生野図書館閲覧用新聞(毎日新聞外2紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
36,870

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞(建通新聞大阪)買入経費の支出について（7月～9月分）
21,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞(朝日新聞外6紙)買入経費の支出について（7月～9月分）
112,158

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 城東図書館閲覧用新聞(読売新聞外1紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
24,195

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 北図書館閲覧用新聞(読売新聞)買入経費の支出について（7月～9月分）
13,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 都島図書館閲覧用新聞(毎日新聞外2紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
36,870

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 此花図書館閲覧用新聞(産経新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 都島図書館閲覧用新聞(朝日新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 此花図書館閲覧用新聞(朝日新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 島之内図書館閲覧用新聞(毎日新聞外1紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
26,811

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 島之内図書館閲覧用新聞(読売新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
13,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 都島図書館閲覧用新聞(産経新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 此花図書館閲覧用新聞(毎日新聞外1紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 都島図書館閲覧用新聞(読売新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
13,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 北図書館閲覧用新聞(産経新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 島之内図書館閲覧用新聞(朝日新聞外1紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 港図書館閲覧用新聞(朝日新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 港図書館閲覧用新聞(産経新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 島之内図書館閲覧用新聞(産経新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 港図書館閲覧用新聞(読売新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
13,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 北図書館閲覧用新聞(朝日新聞外1紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 北図書館閲覧用新聞(毎日新聞外1紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
26,811

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 浪速図書館閲覧用新聞(産経新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 浪速図書館閲覧用新聞(読売新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
13,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館閲覧用新聞(朝日新聞外3紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
40,431

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 港図書館閲覧用新聞(毎日新聞外2紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
36,870

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 浪速図書館閲覧用新聞(朝日新聞外3紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
48,981

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用日本産業規格追録買入経費の支出について（9月分）
59,557

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大正図書館閲覧用新聞(毎日新聞外2紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
36,870

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 此花図書館閲覧用新聞(読売新聞外1紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
27,900

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 福島図書館閲覧用新聞(産経新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 天王寺図書館閲覧用新聞(産経新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大正図書館閲覧用新聞(読売新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
13,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 福島図書館閲覧用新聞(朝日新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館閲覧用新聞(産経新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館閲覧用新聞(読売新聞外1紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
27,900

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 福島図書館閲覧用新聞(毎日新聞外1紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
26,811

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 天王寺図書館閲覧用新聞(朝日新聞外2紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
39,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大正図書館閲覧用新聞(朝日新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞(読売新聞)買入経費の支出について（７月分）
4,400

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大正図書館閲覧用新聞(産経新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」使用料の支出について（令和2年7月-9月分）
106,975

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「産経新聞データベース」外１点の使用料の支出について（令和2年7月-9月分）
222,750

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「JapanKnowledge」(ジャパンナレッジLib)使用料の支出について(令和2年7月-9月分)
311,437

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「毎索」使用料の支出について（令和2年7月-9月分）
137,940

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「聞蔵Ⅱビジュアル・フォーライブラリー」使用料の支出について（令和2年7月-9月分）
332,640

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「MAGAZINEPLUS」使用料の支出について（令和2年7月-9月分）
25,990

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「日外e－レファレンス・ライブラリー」使用料の支出について（令和2年7月-9月分）
18,700

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「薬事日報電子版」使用料の支出について（令和2年7月-9月分）
11,825

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立図書館情報ネットワークシステム事業用サーバ機器等長期借入経費の支出について（２０２０年９月分）
6,417,290

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用官報号外買入経費の支出について（4月～9月分）
16,380

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞(産経新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞(産経新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞(大阪日日新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 天王寺図書館閲覧用新聞(毎日新聞外1紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
26,811

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞(産経新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞(毎日新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞(朝日新聞外2紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
36,870

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外3館閲覧用中国語雑誌買入経費の支出について（9月分）
50,695

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 城東図書館閲覧用新聞(朝日新聞外1紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用欧米諸国等雑誌買入経費の支出について(9月分)
105,582

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用アジア諸国新聞・雑誌買入経費の支出について（9月分）
26,016

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用官報買入経費の支出について（7月～9月分）
11,523

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞(朝日新聞外1紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
29,091

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞(朝日新聞外2紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
39,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 淀川図書館閲覧用新聞(朝日新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 淀川図書館閲覧用新聞(毎日新聞外2紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
36,870

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 淀川図書館閲覧用新聞(読売新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
13,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞(産経新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 天王寺図書館閲覧用新聞(読売新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
13,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞(毎日新聞外3紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
43,020

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞(読売新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
13,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 生野図書館閲覧用新聞(朝日新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 生野図書館閲覧用新聞(読売新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
13,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞(読売新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
13,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 城東図書館閲覧用新聞(毎日新聞外1紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
26,811

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞(読売新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
13,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用南米雑誌買入経費の支出について（9月分）
17,534

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 福島図書館閲覧用新聞(読売新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
13,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞(朝日新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞(毎日新聞外1紙)買入経費の支出について（６月～９月分）
35,748



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 淀川図書館閲覧用新聞(産経新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市図書館情報ネットワークシステムにおける市民利用通信サービス提供業務委託（長期継続）（再契約）経費の支出について（２０２０年９月分）
183,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 図書館資料装備業務委託経費の支出について（9月分）
732,028

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立図書館情報ネットワークシステム事業用クライアント機器等長期借入経費の支出について（２０２０年度９月分）
4,718,560

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立図書館情報ネットワークシステム事業用ハンディターミナル機器長期借入経費の支出について（２０２０年９月分）
231,990

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立図書館情報ネットワークシステム事業用ファイアウォール機器及び音声応答装置長期借入経費の支出について（２０２０年９月分）
390,720

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞(朝日新聞外1紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西成図書館閲覧用新聞(読売新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
13,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住之江図書館閲覧用新聞(読売新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
13,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住之江図書館閲覧用新聞(朝日新聞外1紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
26,811

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西成図書館閲覧用新聞(朝日新聞外1紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東住吉図書館閲覧用新聞(産経新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東住吉図書館閲覧用新聞(読売新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
13,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞(朝日新聞外2紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
36,870

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞(読売新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
13,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西成図書館閲覧用新聞(毎日新聞外1紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
26,811

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞(毎日新聞外1紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
26,811

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞(産経新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞(産経新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞(毎日新聞外3紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
43,020

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東住吉図書館閲覧用新聞(毎日新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住之江図書館閲覧用新聞(毎日新聞外1紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞(産経新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞(読売新聞外1紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
24,195

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞(読売新聞外1紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
24,195

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞(毎日新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住之江図書館閲覧用新聞(産経新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東住吉図書館閲覧用新聞(朝日新聞外2紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
36,870

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館視聴覚サービス事業用録音資料買入経費の支出について（第1回分）
184,529

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞(朝日新聞外2紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
36,333

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞(毎日新聞外2紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
32,961

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西成図書館閲覧用新聞(産経新聞)買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(楽天モバイル令和2年9月分)
4,646

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(auKDDI令和2年9月分)
9,234

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(ソフトバンク令和2年9月分)
1,359

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館外4館閲覧用雑誌買入経費の支出について（９月分）
250,487

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館外3館閲覧用雑誌買入経費の支出について（９月分）
288,989

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館外3館閲覧用雑誌買入経費の支出について（９月分）
220,029

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用ＴＲＣ新刊全件マーク外４点買入ならびに利用料の支出について（２０２０年４月～９月分）
2,608,567

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用書影データ使用契約および使用料の支出について（ＢＯＯＫデータＡＳＰサービス）（２０２０年４月～９月分）
99,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外2館閲覧用ハングル雑誌買入経費の支出について（9月分）
48,650

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用雑誌買入経費の支出について（9月分）
928,003

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞(読売新聞)買入経費の支出について（８月～９月分）
8,800

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市立図書館情報ネットワークシステムにおける通信サービス提供業務委託（長期継続）経費の支出について（２０２０年９月分）
411,840

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロバイダ料（withフレッツS（F)西)の支出について(令和2年9月分)
1,540

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について（9月分その2）
447,678

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について（9月分その2）
3,290,222
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞(泉州日日新聞)買入経費の支出について（4月～9月分）
13,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外1館閲覧用法規類追録(「現行日本法規」外10タイトル)買入経費の支出について（9月分）
124,399

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館閲覧用住宅地図買入経費の支出について（9月分)
146,919

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平野図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(9月分)
201,413

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 西淀川図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(9月分)
186,410

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「日経テレコン21」使用料の支出について(令和2年7月-9月分)
260,700

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「JDreamⅢ」使用料の支出について（令和2年7月-9月分）
41,250

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ポプラディアネット」使用料の支出について（令和2年7月-9月分）
23,375

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 西淀川図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(9月分)
1,148,569

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年10月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 平野図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(9月分)
1,240,874

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 教職員地域研修推進事業の事務局（生野中学校）にかかる電話料金（９月分）の支出について
6,433

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座用　令和２年度大阪市教師養成講座の開講にかかる事前打合せにかかる講師謝礼金等経費の支出について
50,780

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座用　令和２年度大阪市教師養成講座の開講にかかる事前打合せにかかる講師謝礼金等経費の支出について
5,200

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用　「ＨＤＭＩキャプチャーボード」買入経費の支出について
42,680

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座用　令和２年度大阪市教師養成講座の開講にかかる事前打合せにかかる講師謝礼金等経費の支出について
5,940

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育資料事業用「内外教育」令和２年７月～９月分　買入経費の支出について
13,200

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,165

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,483

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 令和２年度　児童虐待防止に関わる研修の開催にかかる経費の支出について（令和２年９月４日・18日・25日実施分）
87,900

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市教育センター機械警備業務委託(長期継続）費の支出について（令和２年９月分）
7,480

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座用　令和２年度大阪市教師養成講座「（１）開講式」「（２）子ども理解１」にかかる講師謝礼金等経費の支出について
36,940

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座用　令和２年度大阪市教師養成講座「（１）開講式」「（２）子ども理解１」にかかる講師謝礼金等経費の支出について
295,580

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター清掃業務委託（長期継続）費の支出について(令和２年９月分）
550,000

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター一般廃棄物収集運搬業務委託（令和２年７月～令和２年９月分）経費の支出について
5,632

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育センター研修申込用サーバー機器一式　長期借入（再リース）の経費の支出について（令和２年９月分）
3,575

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（令和２年９月分）
18,450

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（令和２年９月分）
18,340

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（令和２年９月分）
38,250

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（令和２年９月分）
5,660

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用　令和２年度　小学校用教科書及び教科書教師用指導書（下半期分）　買入及び経費の支出について
864,752

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センターエレベータ保守点検業務委託費の支出について（令和2年度第2四半期分）
577,500

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター中央監視盤装置保守点検業務委託費の支出について（令和2年度第2四半期分）
194,700

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター内空気清浄機保守点検業務委託費の支出について（令和2年8月～9月分）
17,600

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 大阪市教育センター　複写機使用にかかるコピー代金の支出について（令和２年９月分）
5,068

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 大阪市教育センター　複写機使用にかかるコピー代金の支出について（令和２年９月分）
47,800

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 大阪市教育センター　複写機使用にかかるコピー代金の支出について（令和２年９月分）
2,491

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センター建物維持管理用　「ハンドメガホン」　買入経費の支出について
12,100

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　手数料 令和２年度　特別企画研修「リーディングスキル講座」におけるリーディングスキルテスト実施にかかる経費の支出について
72,600

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 特別企画研修「国語科指導力ＵＰ講座」の開催にかかる経費の支出について
17,800

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（令和２年９月分）
670

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 負担金、補助及交付金　会費 教育センターの機能充実用　第５８回全国小学校社会科研究協議会研究大会神奈川大会参加にかかる経費の支出について　（令和２年１０月２３日実施分）
3,000

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター庭園等の樹木剪定及び除草等業務委託にかかる経費の支出について
165,000

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座用　令和２年度大阪市教師養成講座「（３）授業づくり１－①」にかかる講師謝礼金等経費の支出について
153,480

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座用　令和２年度大阪市教師養成講座「（３）授業づくり１－①」にかかる講師謝礼金等経費の支出について
38,040

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育資料事業用　「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料　買入経費の支出について
39,173

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 教育センター電気料金（令和２年９月分）の支出について
765,235

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 会計年度任用職員　出張交通費（令和２年９月分）の支出について
24,110
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教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 会計年度任用職員　出張交通費（令和２年９月分）の支出について
136,540

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 会計年度任用職員　出張交通費（令和２年９月分）の支出について
44,350

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 会計年度任用職員　出張交通費（令和２年９月分）の支出について
69,930

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 会計年度任用職員　出張交通費（令和２年９月分）の支出について
113,700

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 会計年度任用職員　出張交通費（令和２年９月分）の支出について
80,240

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市立中学校教育研究会　数学部研究発表会にかかる報償金の経費支出について（１０／１４　夕陽丘中学校）
29,776

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市立中学校教育研究会　特別活動部研究発表会にかかる報償金の経費支出について（１０／１４　教育センター）
11,240

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市立中学校教育研究会　特別支援教育部研究発表会にかかる報償金の経費支出について（１０／１４　クレオ大阪中央）
15,440

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市立中学校教育研究会　教育課題部研究発表会にかかる報償金の経費支出について（１０／１４　教育センター）
15,620

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市教師養成講座用　令和２年度大阪市教師養成講座「（３）授業づくり１－①」にかかる講師謝礼金等経費の支出について
18,660

教育委員会事務局 管理担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 「Waku×2.com-bee」ポータルサイト機能サービス業務委託長期継続の経費の支出について（令和２年９月）
1,332,522

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童生徒費等　１０月５日払）の支給について
81,701,568

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童生徒費等　１０月５日払）の支給について
84,096,369

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 学校運営支援センター職員用市内出張交通費の支出について８月分
3,630

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 学校運営支援センター職員用市内出張交通費の支出について８月分
5,068

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校運営支援センター職員用市内出張交通費の支出について８月分
74,134

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
930

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 学校事務職員研修用講師料の支出について（新任学校事務職員研修第２期　令和２年９月１１日実施分）
19,740

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校運営支援センター清掃業務委託契約の締結並びに同所要経費の支出について（９月分）
112,750

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 奨学費・特別支援教育就学奨励費管理システム用サーバ装置等長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
109,890

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 学校運営支援センター用乾式電子複写機に係るコピー代金の支出について（９月分）
25,247

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 令和２年度学校運営支援センターエレベータ保守点検業務委託及び同経費の支出について（９月分）
26,400

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（児童生徒費等　１０月５日払における口座振替不能）の再支給について
98,045

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（児童生徒費等　１０月５日払における口座振替不能）の再支給について
98,229

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 令和2年度学校運営支援センター一般廃棄物収集運搬業務委託（７～９月分）
12,058

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 令和2年度　奨学費・特別支援教育就学奨励費管理システム運用及び保守業務委託の支出について（前期分）
765,600

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 進路選択支援事業用郵便料金等の経費支出について（９月分）
900

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校運営支援センター用電話代（ISDN回線）にかかる経費支出について（８月分・９月分）
7,770

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用郵便料金等の経費支出について（９月分）
21,732

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用郵便料金等の経費支出について（９月分）
141,456

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学援助用後納郵便料金の経費支出について（９月分）
100,550

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 進路選択支援事業・会計年度任用職員市内出張交通費の支出について（９月分）
10,510

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 学校運営支援センター職員用市内出張交通費の支出について９月分
4,444

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 学校運営支援センター職員用市内出張交通費の支出について９月分
3,116

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校運営支援センター職員用市内出張交通費の支出について９月分
58,488

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校運営支援センター職員用市内出張交通費の支出について９月分
10,366

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務用付箋外３７点の購入及び同経費の支出について
281,226

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校運営支援センター用電話代（メンバーズネット）にかかる経費支出について（９月分）
8,398

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 奨学費事務用　レターパックの購入及び同所要経費の支出について
62,900

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校運営支援センター用電話代にかかる経費支出について（９月分）
131,751

教育委員会事務局 学務担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学務担当（未収金グループ）用郵便料金の経費支出について（９月分）
15,214

教育委員会事務局 学務担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金用口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
39,600

教育委員会事務局 学務担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金用口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
33,000

教育委員会事務局 学務担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金用口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
66,000

教育委員会事務局 学務担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金用口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
132,000

教育委員会事務局 学務担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金用口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
85,800

教育委員会事務局 学務担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金用口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
33,000
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教育委員会事務局 学務担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金用口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
6,600

教育委員会事務局 学務担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金用口座振替等データ伝送にかかる手数料（４月～９月分）及び初期費用の支出について
187,000

教育委員会事務局 学務担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金用口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
19,800

教育委員会事務局 学務担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金用口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
19,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小・中学校指導者用デジタル教科書インストール作業業務委託の実施及び経費支出について
3,189,272

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小・中学校指導者用デジタル教科書インストール作業業務委託の実施及び経費支出について
1,428,528

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 職員手当等　児童手当 教職員児童手当の支出について（10月支給分）
250,385,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用メンバーズ（旧グループセキュリティ）使用料の支出について（令和2年8月分）
550

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用メンバーズ（旧グループセキュリティ）使用料の支出について（令和2年8月分）
302

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 令和２年度 学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（8月分）
205,920

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校務支援ICT活用事業及び学校教育ICT活用事業用フレッツＶＰＮゲート接続回線料に係る経費支出について（8月分）
508,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 校務支援ICT活用事業及び学校教育ICT活用事業用フレッツＶＰＮゲート接続回線料に係る経費支出について（8月分）
6,690,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 令和２年度 学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（8月分）
1,144,440

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 令和２年度 学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（8月分）
510,840

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 令和２年度 学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（8月分）
79,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校教育ICT活用事業　インターネット通信サービスの利用申込および所要経費の支出について（８月分）
4,275,700

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校教育ICT活用事業　インターネット通信サービスの利用申込および所要経費の支出について（８月分）
2,703,954

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 マイクロソフトＥＥＳ契約　ソフトウェア等ライセンス取得・管理等業務委託にかかる経費支出について（８月分）
3,261,573

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 マイクロソフトＥＥＳ契約　ソフトウェア等ライセンス取得・管理等業務委託にかかる経費支出について（８月分）
1,706,027

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 失業者の退職手当の支出について
1,949,637

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 教職員の退職手当の支出について
772,848

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 高等学校再編にかかる準備事務に伴う校務支援パソコン等移設作業業務委託の実施並びに同経費の支出について
280,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　給料 令和２年１０月給与の支給について
13,947,828

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　教員給 令和２年１０月給与の支給について
100,892,144

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月給与の支給について
1,858,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月給与の支給について
19,160,303

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月給与の支給について
3,055,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月給与の支給について
3,430

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月給与の支給について
24,207,825

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月給与の支給について
3,445,405

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 令和２年１０月給与の支給について
790,419

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月報酬の支出について
3,329,955

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 給料　給料 令和２年１０月報酬の支出について
128,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月報酬の支出について
20,496

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月報酬の支出について
27,709

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　費用弁償 令和２年１０月報酬の支出について
60,620

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月報酬の支出について
12,026,300

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月報酬の支出について
2,846,455

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月報酬の支出について
56,914,108

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 令和２年１０月報酬の支出について
4,656,240

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 給料　給料 令和２年１０月給与の支給について
356,070,353

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 給料　教員給 令和２年１０月給与の支給について
2,400,063,741

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月給与の支給について
57,326,165

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月給与の支給について
456,817,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月給与の支給について
37,874,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月給与の支給について
2,753,537

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月給与の支給について
366,367,041
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教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月給与の支給について
3,881,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月給与の支給について
71,197,050

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 令和２年１０月給与の支給について
35,383,319

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年１０月給与の支給について
49,956

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年１０月給与の支給について
319,710

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月報酬の支出について
104,571,741

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 給料　給料 令和２年１０月報酬の支出について
5,699,962

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月報酬の支出について
947,744

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月報酬の支出について
745,248

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年１０月報酬の支出について
23,932

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 令和２年１０月報酬の支出について
5,705,982

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 給料　給料 令和２年１０月給与の支給について
109,860,457

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 給料　教員給 令和２年１０月給与の支給について
1,348,526,040

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月給与の支給について
32,384,427

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月給与の支給について
241,885,891

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月給与の支給について
18,017,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月給与の支給について
1,688,592

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月給与の支給について
223,320,407

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月給与の支給について
42,014,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月給与の支給について
37,865,320

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 令和２年１０月給与の支給について
20,139,703

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年１０月給与の支給について
16,290

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年１０月給与の支給について
568,575

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月報酬の支出について
27,203,460

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 給料　給料 令和２年１０月報酬の支出について
598,906

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月報酬の支出について
120,960

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月報酬の支出について
146,833

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　費用弁償 令和２年１０月報酬の支出について
2,251,140

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 給料　給料 令和２年１０月給与の支給について
34,302,051

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 給料　教員給 令和２年１０月給与の支給について
400,747,482

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月給与の支給について
9,782,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月給与の支給について
71,720,427

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月給与の支給について
2,865,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月給与の支給について
801,787

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月給与の支給について
86,052,891

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　産業教育手当 令和２年１０月給与の支給について
5,065,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　定時制教育手当 令和２年１０月給与の支給について
2,788,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月給与の支給について
6,725,700

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月給与の支給について
9,407,300

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 令和２年１０月給与の支給について
6,014,111

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年１０月給与の支給について
112,767

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月報酬の支出について
24,594,292

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 給料　給料 令和２年１０月報酬の支出について
128,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月報酬の支出について
20,496

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月報酬の支出について
4,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　費用弁償 令和２年１０月報酬の支出について
2,775,691

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 職員手当等　児童手当 教職員児童手当の支出について（１０月７日再支出分）
40,000
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教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育委員会eLTAX用パソコン等機器一式長期借入及び同経費の支出について（９月分）
6,930

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 データ活用支援システム運用保守業務委託の実施並びに同経費の支出について（令和２年４月～８月）
31,368,227

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等一式　長期借入にかかる経費支出について　　（9月分）
234,947

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等一式　長期借入にかかる経費支出について　　（9月分）
473,089

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等一式　長期借入にかかる経費支出について　　　（9月分）
454,250

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市教育委員会事務局教育情報ネットワーク統合用回線認証サーバ装置等長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
33,844

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 統合認証システムハウジングサービス業務委託　長期継続にかかる経費支出について　　　（9月分）
210,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員情報システムハウジングサービス業務委託　長期継続にかかる経費支出について　　（9月分）
523,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム等ハウジングサービス業務委託長期継続にかかる経費の支出について（9月分）
2,145,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等一式　長期借入にかかる経費支出について　　（9月分）
2,515,053

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等一式　長期借入にかかる経費支出について　　（9月分）
5,064,311

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等一式　長期借入にかかる経費支出について　　　（9月分）
926,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務システム用校園端末装置等（校長室等）長期借入にかかる経費支出について（9月分）
3,774,870

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育委員会事務局教育情報ネットワーク統合用回線認証サーバ装置等長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
285,926

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置長期借入（２回目再借入）にかかる経費支出について（9月分）
451,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター教職員研修用パソコン実習室機器一式　長期借入にかかる経費支出について（９月分）
156,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業に伴うＰｒｏｘｙサーバ長期借入にかかる経費支出について（９月分）
511,720

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 専門高校　情報処理教育用電子計算機組織一式　長期借入にかかる経費支出について（９月分）
8,460,623

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器一式（南ブロック）　長期借入にかかる契約変更の実施及び同所要経費の支出について（９月分）
7,723,012

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（西ブロック）　長期借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
3,834,336

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　咲洲みなみ小中一貫校外５校　校内ＬＡＮ通信機器　長期借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
72,889

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮサーバ長期借入にかかる経費支出について（9月分）
4,234,752

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-東ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
1,623,160

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（南ブロック）にかかる経費支出について（9月分）
3,444,881

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　大東小学校外３２校追加校内ＬＡＮ通信機器　長期借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
106,607

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　大東小学校外３８校画像転送装置　長期借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
226,795

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器一式（東ブロック）　長期借入にかかる契約変更の実施及び同所要経費の支出について（９月分）
8,668,901

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　日本橋小中一貫校及び梅南津守小学校校内ＬＡＮ通信機器　長期借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
52,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器一式（北ブロック）　長期借入にかかる契約変更の実施及び同所要経費の支出について（９月分）
7,306,916

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
415,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（南ブロック）（その２）長期借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
2,783,088

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　画像転送装置　長期借入（再リース）にかかる所要経費の支出について（9月分）
602,951

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（西ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
3,002,794

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入にかかる所要経費の支出について（9月分）
451,935

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入にかかる所要経費の支出について（9月分）
91,803

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校及び中学校新規モデル校校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式長期借入にかかる経費支出について（9月分）
103,690

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　堀江小学校校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
2,805

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　日本橋小中一貫校タブレット端末等機器一式長期借入にかかる所要経費の支出について（9月分）
1,226,666

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-南ブロック）にかかる経費支出について（9月分）
1,285,570

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立天王寺小学校外２校校内ＬＡＮ通信機器　長期借入にかかる経費支出について（９月分）
20,460

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　梅南津守小学校校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
1,650

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　咲洲みなみ小中一貫校タブレット端末等機器一式長期借入にかかる契約変更の実施並びに同所要経費の支出について（9月分）
984,363

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-北ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
1,255,598

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（西ブロック）（その２）長期借入にかかる経費支出について（9月分）
2,566,595

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（北ブロック）長期借入にかかる契約変更の実施及び同所要経費の支出について（契約変更－１）（９月分）
2,744,162

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校教育用コンピュータ機器一式（北ブロック）　長期借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
3,914,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（北ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
3,576,368
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教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　咲洲みなみ小中一貫校外５校　画像転送装置　長期借入にかかる所要経費の支出について（9月分）
33,948

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）長期借入にかかる経費支出について
3,299,908

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（南ブロック）　長期借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
3,675,036

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 授業用パソコン長期借入にかかる経費支出について（９月分）
7,939,193

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立天王寺小学校校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入にかかる経費支出について（９月分）
4,125

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　日本橋小中一貫校及び梅南津守小学校画像転送装置　長期借入の所要経費の支出について（９月分）
16,585

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 電子教材活用環境整備事業　授業用パソコン（H29増学級分）機器一式　長期借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
184,378

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校及び高等学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（東ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
2,940,300

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮ通信機器長期借入にかかる経費支出について（９月分）
877,841

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、高等学校教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）　長期借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
3,641,176

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入（再リース）にかかる所要経費の支出について（9月分）
113,190

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-西ブロック）にかかる経費支出について（9月分）
1,349,848

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 電子教材活用環境整備事業　授業用パソコン（増学級分）等機器一式　長期借入にかかる経費支出について（９月分）
143,874

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立天王寺小学校外２校画像転送装置　長期借入にかかる経費支出について（９月分）
3,630

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器一式（西ブロック）　長期借入にかかる契約変更の実施及び同所要経費の支出について（９月分）
7,183,199

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器一式（西ブロック）　長期借入にかかる契約変更の実施及び同所要経費の支出について（９月分）
3,704,302

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　咲洲みなみ小中一貫校外５校　校内ＬＡＮ通信機器　長期借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
24,296

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入（再リース）にかかる所要経費の支出について（9月分）
49,665

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（北ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
2,438,432

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（西ブロック）（その２）長期借入にかかる経費支出について（9月分）
2,016,610

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（南ブロック）にかかる経費支出について（9月分）
1,640,419

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　日本橋小中一貫校タブレット端末等機器一式長期借入にかかる所要経費の支出について（9月分）
764,444

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　画像転送装置　長期借入（再リース）にかかる所要経費の支出について（9月分）
298,994

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（北ブロック）長期借入にかかる契約変更の実施及び同所要経費の支出について（契約変更－１）（９月分）
2,352,138

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　大東小学校外３２校追加校内ＬＡＮ通信機器　長期借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
43,433

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-北ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
913,162

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
122,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器一式（東ブロック）　長期借入にかかる契約変更の実施及び同所要経費の支出について（９月分）
3,400,645

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 電子教材活用環境整備事業　授業用パソコン（H29増学級分）機器一式　長期借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
7,902

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器一式（北ブロック）　長期借入にかかる契約変更の実施及び同所要経費の支出について（９月分）
2,903,989

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（西ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
2,335,506

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　咲洲みなみ小中一貫校外５校　画像転送装置　長期借入にかかる所要経費の支出について（9月分）
11,669

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器一式（南ブロック）　長期借入にかかる契約変更の実施及び同所要経費の支出について（９月分）
3,878,902

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（南ブロック）　長期借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
159,784

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式（咲くやこの花中学校追加分）長期借入にかかる契約変更の実施及び所要経費の支出について（９月分）
6,380

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　咲洲みなみ小中一貫校タブレット端末等機器一式長期借入にかかる契約変更の実施並びに同所要経費の支出について（9月分）
932,893

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）長期借入にかかる経費支出について
1,283,297

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（南ブロック）（その２）長期借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
1,855,392

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 電子教材活用環境整備事業　授業用パソコン（増学級分）等機器一式　長期借入にかかる経費支出について（９月分）
47,086

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（西ブロック）　長期借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
159,764

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮサーバ長期借入にかかる経費支出について（9月分）
1,899,838

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　大東小学校外３８校画像転送装置　長期借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
98,860

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　日本橋小中一貫校及び梅南津守小学校画像転送装置　長期借入の所要経費の支出について（９月分）
10,365

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入にかかる所要経費の支出について（9月分）
479,097

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校及び中学校新規モデル校校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式長期借入にかかる経費支出について（9月分）
57,262

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入にかかる所要経費の支出について（9月分）
37,730

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-東ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
1,507,220
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教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校及び高等学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（東ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
1,470,150

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮ通信機器長期借入にかかる経費支出について（９月分）
404,319

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-西ブロック）にかかる経費支出について（9月分）
726,842

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 授業用パソコン長期借入にかかる経費支出について（９月分）
3,318,922

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-南ブロック）にかかる経費支出について（9月分）
1,285,570

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　日本橋小中一貫校及び梅南津守小学校校内ＬＡＮ通信機器　長期借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
27,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校及び高等学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（東ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
163,350

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校　情報処理教育用電子計算機組織一式　長期借入にかかる経費支出について（９月分）
400,977

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高等学校　校内ＬＡＮ用パソコン機器一式　長期借入にかかる経費支出について（９月分）
706,536

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入（再リース）にかかる所要経費の支出について（9月分）
7,315

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、高等学校教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）　長期借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
316,624

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 統合認証システム用サーバ機器等一式　長期借入の実施並びに同経費の支出について（９月分）
363,660

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員勤務情報システム保守・運用支援業務委託の実施並びに同経費の支出について（４～９月分）
12,180,377

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市教育委員会　統合認証システム構築業務委託の実施並びに同経費の支出について（９月分）
2,547,792

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員勤務情報システム用サーバ装置等一式　長期借入の実施並びに同経費の支出について（９月分）
1,092,630

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合認証システム用サーバ機器等一式　長期借入の実施並びに同経費の支出について（９月分）
1,041,700

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業　マイクロソフトEES契約（Windows）ライセンス取得・管理等業務委託の実施並びに同経費の支出について（９月分）
3,103,190

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 瓜破小学校 校舎改築にかかるパソコン教室機器移設業務委託の実施並びに同所要経費の支出について
990,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 中野小学校他２校 校舎増改築に伴う校内ＬＡＮサーバ移設業務委託の実施並びに同所要経費の支出について
539,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市教育委員会教職員情報システム（教職員人事・給与システム）再構築業務委託経費の支出について（令和２年度９月分）
8,957,713

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員情報システム用サーバ機器等　長期借入にかかる同経費の支出について（令和２年度９月分）
435,951

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワーク業務システム用サーバ装置等　長期借入（再借入）の実施並びに同経費の支出について（９月分）
1,409,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 令和２年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）の実施並びに同経費の支出について（９月分）
23,980

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 令和２年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）の実施並びに同経費の支出について（９月分）
23,980

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員情報システム運用支援業務委託の実施および同経費の支出について（令和２年４月～９月分）
20,134,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員情報システムマイナンバー管理用サーバ機器等一式　長期借入の実施並びに同経費の支出について（令和２年度９月分）
12,859

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システムマイナンバー管理用サーバ機器等一式　長期借入の実施並びに同経費の支出について（令和２年度９月分）
30,481

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務システム用サーバ装置等　長期借入（再借入）の実施並びに同経費の支出について（９月分）
4,205,190

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システム用サーバ機器等　長期借入にかかる同経費の支出について（令和２年度９月分）
1,574,760

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業タブレット端末 サービスデスク・基盤・資産管理等サービス業務委託にかかる経費支出について（９月分）
51,378,010

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業タブレット端末 サービスデスク・基盤・資産管理等サービス業務委託にかかる経費支出について（９月分）
20,182,774

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業「ファイル暗号化機能」サービス業務委託　長期継続にかかる経費支出について（９月分）
624,671

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 マイクロソフトＥＥＳ契約　ソフトウェア等ライセンス取得・管理等業務委託にかかる経費支出について（９月分）
3,261,573

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ１）長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
1,525,560

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業　ICTの活用による学びの保障に伴うタブレット端末設定変更にかかるフィルタリングソフト設定業務委託の実施並びに同所要経費の支出について
15,108,131

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ３）長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
1,729,646

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ４）長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
1,582,226

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ２）長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
1,689,474

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ５）長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
1,180,476

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置（グループ１）追加借入（長期継続）にかかる経費支出について（9月分）
97,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置（グループ５）追加借入（長期継続）にかかる経費支出について（9月分）
90,816

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ５）長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
2,754,443

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置（グループ４）追加借入（長期継続）にかかる経費支出について（9月分）
63,397

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ１）長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
3,559,641

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ３）長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
4,035,838

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ２）長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
3,942,104

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置（グループ３）追加借入（長期継続）にかかる経費支出について（9月分）
102,795
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教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ４）長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
3,691,860

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置（グループ２）追加借入（長期継続）にかかる経費支出について（9月分）
112,585

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業タブレット端末 サービスデスク・基盤・資産管理等サービス業務委託にかかる経費支出について（９月分）
9,085,716

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 マイクロソフトＥＥＳ契約　ソフトウェア等ライセンス取得・管理等業務委託にかかる経費支出について（９月分）
1,706,027

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ２）長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
864,726

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業　ICTの活用による学びの保障に伴うタブレット端末設定変更にかかるフィルタリングソフト設定業務委託の実施並びに同所要経費の支出について
6,940,269

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ３）長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
974,704

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業「ファイル暗号化機能」サービス業務委託　長期継続にかかる経費支出について（９月分）
281,210

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ５）長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
710,094

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ１）長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
824,205

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ４）長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
909,835

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ２）長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
2,017,696

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ１）長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
1,923,144

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ５）長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
1,656,887

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ３）長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
2,274,312

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置（グループ３）追加借入（長期継続）にかかる経費支出について（9月分）
44,055

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置（グループ２）追加借入（長期継続）にかかる経費支出について（9月分）
39,160

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置（グループ５）追加借入（長期継続）にかかる経費支出について（9月分）
60,544

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置（グループ４）追加借入（長期継続）にかかる経費支出について（9月分）
82,903

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ４）長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
2,122,949

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置（グループ１）追加借入（長期継続）にかかる経費支出について（9月分）
53,845

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ６）長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
1,318,218

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ６）長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
3,075,842

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校務支援システム運用保守業務委託の経費の支出について（令和２年９月分）
38,358,901

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用サーバ機器等一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月）
10,289,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育ICTネットワークシステム統合・利活用推進事業　学校運営支援センター情報設備整備業務委託の実施並びに同経費の支出について
2,750,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（事務費下半期）の支出について
1,300,806

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（１０月分）の支出について
27,890,521

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 教職員の退職手当の支出について
60,921,364

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用メンバーズ（旧グループセキュリティ）使用料の支出について（9月分）
350

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 令和２年度　学校運営支援センター校務支援システム用ハウジングサービス使用料の経費支出について（9月分）
114,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用メンバーズ（旧グループセキュリティ）使用料の支出について（9月分）
550

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 情報教育推進事業用インターネット・ハウジング回線使用料の経費支出について（９月分）
185,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 教育用インターネットブロバイダ回線使用料の経費支出について（９月分）
826,210

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（１０月分）の支出について
646,684,340

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（事務費下半期）の支出について
27,010,854

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校教育ICT活用事業　インターネット通信サービスの利用申込および所要経費の支出について（９月分）
2,267,540

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（事務費下半期）の支出について
13,943,934

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（１０月分）の支出について
346,394,300

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校教育ICT活用事業　インターネット通信サービスの利用申込および所要経費の支出について（９月分）
1,196,602

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（事務費下半期）の支出について
3,855,330

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（１０月分）の支出について
105,251,721

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 教育ICTネットワークシステム統合・利活用推進事業用インターネット回線の所要経費支出について（令和２年度９月分）
6,490

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 教育ICTネットワークシステム統合・利活用推進事業に係る検証用ＳＩＭカードの利用料金支払について（令和２年度８月分）
2,772

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 教育ＩＣＴネットワークシステム統合・利活用推進事業に係る検証用クラウドＳＩＭルータについての所要経費の支出について（令和２年度９月分）
4,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 インクルーシブ教育講演会にかかる講師謝礼金の支出について
21,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ミストアーチ用ミストノズル補修キット購入の支出について
3,240
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色紙外購入の支出について
75,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 奉書紙外購入の支出について
61,023

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 遮光ネット取付金具外購入の支出について
38,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用　簡易テント購入の支出について
25,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 ガス使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
577

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 コロナ対策用　パイプテント購入の支出について
145,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 林間学習の付添いにかかる看護師の謝礼金の支出について
47,389

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 １年生活科　特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
19,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＩＣＴ活用授業にかかる講師料の支出について
10,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 分野別キャリア教育にかかる講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＩＣＴ活用授業にかかる講師料の支出について
10,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 授業づくり研修にかかる講師謝礼の支出について
33,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 １年生活科　研究授業にかかる講師謝礼金の支出について
15,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 メンテナンスボックス外購入の支出について
16,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 フラッグフットボール外　購入の支出について
50,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教師用教科書「こくご一上」外　購入の支出について
41,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 フリーラック　購入の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 木材　他の購入の支出について
254,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 英語技能検定　検定料の支出について
289,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 ５年体験学習にかかる参加児童１日体験参加費の支出について
126,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 大型液晶ディスプレイ　購入の支出について
212,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 スクリーン　外　購入の支出について
153,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年理科等授業にかかる講師謝礼金（８月）の支出について
12,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 楽器演奏講習会にかかる講師謝礼金の支出について
10,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん学習指導講師謝礼の支出について
4,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「正しい鉛筆の持ち方」指導にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年生そろばん指導　講師謝礼金の支出について
4,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育体験的活動（９／９）講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習付添にかかる看護師謝礼金の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 総合的な学習にかかる講師謝礼金（９／１０）の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育における講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 楽器演奏講習会にかかる講師謝礼金の支出について
10,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外購入の支出について
54,571

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「あたらしいこくご一下」外購入の支出について
42,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化にかかる腐葉土　購入　（１０／２）の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　外　購入の支出について
165,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール　購入の支出について
25,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール　購入の支出について
333,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語Ａテスト　１年２学期　外購入の支出について
148,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大型環境管理温湿度計購入の支出について
27,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙の購入の支出について
73,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 糸くずフィルター外　購入の支出について
56,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　購入の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 脚付ホワイトボード購入の支出について
21,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤外購入の支出について
56,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤他の支出について
85,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 砂場シート外購入の支出について
23,969
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
82,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「あたらしいこくご」外　購入の支出について
384,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカの購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
63,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 　パーテーション外購入の支出について
234,074

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火栓ホース購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
67,389

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耐熱ＦＲＰトレー　外　購入の支出について
91,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水栓レバーハンドル　外購入の支出について
113,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球膨張試験器　外　購入の支出について
85,701

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書・指導書「あたらしいこくご一上」外購入の支出について
354,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画和紙　外　購入の支出について
82,371

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掛け布団カバー外購入の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　購入の支出について
30,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 足ふみ式ディスペンサー　外　購入の支出について
325,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液購入の支出について
40,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　外　購入の支出について
63,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩエクステンダー　外　購入の支出について
194,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡　外購入の支出について
37,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グロッケン　外　購入の支出について
95,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液外購入の支出について
159,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール自動噴霧器　購入の支出について
302,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校外活動にかかるスタンプラリーカードの支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス購入の支出について
31,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
32,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
83,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電気掃除機　外　購入の支出について
18,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アームチェア購入の支出について
151,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「小学生の地図帳」外購入の支出について
52,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナー購入の支出について
17,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミ四輪キャリー　購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「新しい国語一下」外　購入の支出について
352,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール購入の支出について
32,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 脚立外購入の支出について
68,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 双方向通信用ＷＥＢカメラ外購入の支出について
96,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 逆上がり補助板の購入の支出について
75,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 有線ＬＡＮ変換アダプタ　他　購入の支出について
73,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス　購入の支出について
82,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 せいかつシート　下　外　購入の支出について
40,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計購入の支出について
11,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　購入の支出について
72,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒アルコール　外　購入の支出について
290,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土ほか購入の支出について
99,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 固形石鹸外購入の支出について
17,193

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蓋つきゴミ箱　購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 乾電池　購入の支出について
7,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 扇風機　購入の支出について
101,640
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書　購入の支出について
30,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 滅菌器用角カスト購入の支出について
18,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ディスポガウン　外　購入の支出について
134,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋購入の支出について
12,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール購入の支出について
29,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミ線３００ｇ　外の購入の支出について
34,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機インク外購入の支出について
120,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外購入の支出について
160,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド　購入の支出について
254,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
10,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン　外の購入の支出について
325,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレスホテルパンほかの購入の支出について
75,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用「カタカナ」外の購入の支出について
23,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業に係る培養土外の購入（１０／１）の支出について
4,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙他購入の支出について
102,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外購入の支出について
261,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミングロボット　購入の支出について
377,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絆創膏　外購入の支出について
47,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
301,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体せっけん　購入の支出について
16,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水引き線購入の支出について
30,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
5,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オンライン授業用　ＨＤＭＩ変換ケーブル　購入の支出について
43,945

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外購入の支出について
1,887,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛式扇風機購入の支出について
15,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付Ｗｅｂカメラ　購入の支出について
36,751

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋外購入の支出について
74,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レバーハンドル　外　購入の支出について
75,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
35,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノータッチ式ディスペンサー外購入の支出について
8,734

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 虫除け剤　外購入の支出について
201,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　食糧費 来賓接待用お茶購入（１０／１）の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
759

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食調理室換気扇等分解清掃業務の支出について
94,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室ダクト分解清掃の支出について
75,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
24,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室食器洗浄機修理の支出について
41,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯機修理の支出について
20,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷凍庫修理の支出について
25,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スライサー刃　取替修理の支出について
51,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
28,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜　修理の支出について
61,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機修理の支出について
77,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室冷蔵庫内排水管　修繕の支出について
74,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワンタッチテント修理の支出について
52,701

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
11,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜修理の支出について
39,029

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜　修繕の支出について
18,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室自動缶切機修理の支出について
30,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断資料送付にかかる通信運搬費の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断関係書類送付における郵便切手購入の支出について
23,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断資料送付用切手購入（１０／１）の支出について
3,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断資料送付に伴う郵送料の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費外（１０／２）の支出について
32,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年２組体験活動にかかる参加児童交通費の支出について
4,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断関係書類等一括送付にかかる送料の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ルームエアコン運搬料外の支出について
1,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断にかかる郵送料（１０／１）の支出について
19,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ルームエアコン運搬料外の支出について
990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 通話録音データー設定の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫駆除作業業務委託の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ＧＨＰ室内機オーバーホール洗浄業務委託の支出について
471,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習に係る参加児童入場料（１０／２）の支出について
7,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる参加児童交通費外（１０／２）の支出について
3,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型液晶テレビ購入の支出について
268,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＨＤＭＩエクステンダー　外　購入の支出について
52,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント　購入の支出について
340,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機　購入の支出について
368,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 滅菌器用角カスト購入の支出について
300,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント　購入の支出について
382,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「サラダでげんき」外　購入の支出について
321,853

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 児童用図書「そらいろのたね」外購入の支出について
282,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ニュース・スポーツ年鑑」外購入の支出について
363,753

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「あいうえおの本」外購入の支出について
195,947

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育講話にかかる講師謝礼金の支出について
10,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ＬＧＢＴ学習講話における講師料の支出について
14,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール　外　購入の支出について
9,711

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル外購入の支出について
50,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチック手袋　購入の支出について
14,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク　外　購入の支出について
139,461

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ詰め替え用カートリッジ　外　購入の支出について
110,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール　外　購入の支出について
33,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 師範用布外の購入の支出について
170,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石けん液　外購入の支出について
79,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外購入の支出について
86,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　外　購入の支出について
79,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入試問題集　外の購入の支出について
15,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
37,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー手袋　赤　外購入の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トランシーバー　購入の支出について
47,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　外　購入の支出について
64,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレクリーナー、外購入の支出について
73,608
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 丸筆外購入の支出について
8,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパーパレット購入の支出について
15,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙の購入の支出について
13,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スコヤ　外　購入の支出について
131,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　購入の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラの購入の支出について
22,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポイントマーカー　外　購入の支出について
132,847

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 耐水粘土　購入の支出について
51,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 折りたたみ小物干し他購入の支出について
76,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マウスピース　外購入の支出について
86,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　外購入の支出について
246,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ニス外購入の支出について
34,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てマスクの購入（１０／１）の支出について
5,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラの購入の支出について
34,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 飛沫防止アクリル板　外　購入の支出について
47,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メッシュベスト（赤）番号１　外購入の支出について
134,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２－５教室窓ガラス入替補修工事の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（箏）の修理の支出について
6,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館放送機器修理の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
46,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫３台家電リサイクル回収料　外の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 防草シート設置処理手数料の支出について
349,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫３台家電リサイクル回収料　外の支出について
11,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
76,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行にかかる使用料立替払金の支出について
17,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見にかかる自家用車通行料の支出について
22,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 製氷機　購入の支出について
279,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型冷風扇購入の支出について
255,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
319,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーテーション　購入の支出について
65,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「なぜ僕らは働くのか」　外　購入の支出について
318,781

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
28,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ネット包帯の購入の支出について
10,929

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式クリーナー外購入の支出について
71,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液　購入の支出について
16,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 亜鉛引鉄板外購入の支出について
36,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
759

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 メディア室空調設備室外機修理の支出について
215,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ３階女子トイレ照明器具修理の支出について
17,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 就職応募書類発送にかかる郵送料の支出について
48,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 体育祭実施にかかる物品運搬料の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 今津運動場利用料１０月分（１０／１）の支出について
51,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体育祭実施にかかる施設使用料の支出について
31,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 第１理科室漏水補修工事の支出について
60,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火水槽警報補修工事の支出について
146,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 漏水他補修工事の支出について
539,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科室実験机天板補修工事の支出について
209,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調機オーバーホール補修工事の支出について
137,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室排風機不良補修工事の支出について
131,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プログラムチャイム　購入の支出について
199,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ソファ購入の支出について
124,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ファウル表示板５ファウル用　購入の支出について
43,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ルームエアコン購入の支出について
104,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ　購入の支出について
299,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 洗濯機　外　購入の支出について
147,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
399,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 直流交流電源装置購入の支出について
135,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 サッカーゴール購入の支出について
161,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機　購入の支出について
360,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ミシン購入の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 布粘着テープ外　購入の支出について
24,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 布ガムテープ　外４点の購入の支出について
60,093

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
3,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外購入の支出について
6,303

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
138,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ビニール手袋外購入の支出について
20,803

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
16,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用手指消毒液体せっけん購入の支出について
14,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用センサー式自動水栓購入の支出について
128,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 飛沫防止用アクリルパネルの購入の支出について
198,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用アルコール消毒液購入の支出について
10,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外購入の支出について
29,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
338,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　図書購入費 大型絵本購入の支出について
9,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ドリル学習ソフト　購入の支出について
348,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学習シール　購入の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学習用教材ドリル　購入の支出について
186,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 習熟プリント　外　購入の支出について
61,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 問題集「漢検　漢字学習ステップ　２級」外　購入の支出について
83,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 液晶プロジェクター　購入の支出について
120,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教科書新しい算数２下　外購入の支出について
6,409

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 すい体体積説明器外購入の支出について
66,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 変換アダプター購入の支出について
22,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 時計模型　外　購入の支出について
233,527

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 　学級用図書　Ｑ－Ｕ書籍　購入の支出について
15,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教科書　外購入の支出について
220,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 実用英語技能検定　検定料の支出について
251,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　購入の支出について
254,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスアンプ購入の支出について
154,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おやゆびひめ」外　購入の支出について
277,391

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
733
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
9,409

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジョイントマット購入の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティーボール　外　購入の支出について
52,789

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハッピ　外　購入の支出について
26,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 授業用和英辞典購入の支出について
50,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
74,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用図書　購入の支出について
32,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
8,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外購入の支出について
1,374,719

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外の購入の支出について
65,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書（後期分）購入の支出について
366,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
4,684,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
47,091

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外の購入の支出について
72,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
96,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チアポンポン　他　購入の支出について
273,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
1,116,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
5,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜台外購入の支出について
70,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーティション　購入の支出について
360,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外購入の支出について
1,204,657

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 診察台　外　購入の支出について
46,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メッキテープ　外　購入の支出について
84,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てマスク　購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外購入の支出について
491,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
32,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
42,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外１４点　購入の支出について
204,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニ紙雷管　外　購入の支出について
112,189

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸　購入の支出について
52,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤプレーヤー　購入の支出について
40,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パルスオキシメーター　外　購入の支出について
85,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ　購入の支出について
34,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
30,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 不織布ハッピ外購入の支出について
30,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ　外購入の支出について
42,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外購入の支出について
88,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きｗｅｂカメラ外購入の支出について
42,121

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
2,691

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絆創膏　外購入の支出について
17,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外購入の支出について
78,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書　購入の支出について
15,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 不織布マスク外購入の支出について
257,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
34,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
88,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型温度計　購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ他購入の支出について
79,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「あたらしい国語一下」他購入の支出について
308,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外購入の支出について
1,619,019

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙外購入の支出について
42,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーティション　購入の支出について
46,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サーキュレーター　購入の支出について
260,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 あたり鉦　外　購入の支出について
63,133

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓奏唄口　購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特大旗外　購入の支出について
48,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計外購入の支出について
23,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マットレス外購入の支出について
121,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
104,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡　外　購入の支出について
209,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外　購入の支出について
54,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衝立外購入の支出について
79,631

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーニングハードル外購入の支出について
58,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ　外　購入の支出について
170,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外購入の支出について
5,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易ベッド外購入の支出について
230,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書（後期）購入の支出について
67,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　外　購入の支出について
94,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ　購入の支出について
392,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸　他　購入の支出について
109,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
11,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 計算ドリルノート　購入の支出について
20,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドフォン外購入の支出について
279,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量テント　購入の支出について
181,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水栓レバーハンドル購入の支出について
103,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＷＥＢカメラ購入の支出について
62,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル温湿度計購入の支出について
95,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タオルケット　外　購入の支出について
8,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掛時計　外　購入の支出について
18,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水栓レバーハンドル他購入の支出について
148,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大型扇風機　外購入の支出について
83,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール購入の支出について
182,259

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　購入の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 測量鋲　他　購入の支出について
26,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書外購入の支出について
245,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウェットティッシュ外購入の支出について
71,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡外購入の支出について
304,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バーク堆肥　外　購入の支出について
30,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター　外　購入の支出について
378,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易ベッド　外　購入の支出について
98,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指用消毒液購入の支出について
3,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチック手袋　外　購入の支出について
41,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フェイスシールド購入の支出について
2,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋　外　購入の支出について
29,700
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙コップ他購入の支出について
34,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
79,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 面ファスナー外購入の支出について
113,093

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル他購入の支出について
141,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　他購入の支出について
101,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
125,213

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外購入の支出について
1,748,337

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミストボトル　購入の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
1,516,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大型扇風機外購入の支出について
228,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「わくわく理科４」　外　購入の支出について
5,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵画作品乾燥棚外購入の支出について
24,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オンライン学習用ヘッドセット買入の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
101,101

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つい立て　外　購入の支出について
61,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウェブカメラ購入の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
86,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板　外　購入の支出について
136,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付Ｗｅｂカメラ外購入の支出について
33,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外購入の支出について
67,606

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
34,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
94,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クラブ活動用　超軽量紙粘土　外　購入の支出について
32,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ外購入の支出について
37,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　購入の支出について
15,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　購入の支出について
67,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書（後期用）購入の支出について
15,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外購入の支出について
1,810,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ購入の支出について
136,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リトマス紙　外　購入の支出について
12,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレスたわし外購入の支出について
199,831

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フェイスシールド購入の支出について
8,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス炊飯器外購入の支出について
44,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
7,777

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 外線電話回線修繕工事の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 グリストラップ清掃通管工事の支出について
121,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレブース補修工事の支出について
30,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス取替工事の支出について
23,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内破損ガラス入替補修工事の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室シャッター錠補修工事の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室空調用ブレーカー取替補修工事の支出について
43,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガスコンロ取替工事の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
10,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室横庇補修工事の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 牛乳保冷庫更新に伴う電源保守工事の支出について
59,950
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
34,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 エアコン修理の支出について
3,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 鉄琴外楽器修理の支出について
58,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 耕運機修理の支出について
4,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
42,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 球根皮むき機修理の支出について
79,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 調理台キャスター取替修理の支出について
19,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
21,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動缶切機修理の支出について
32,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 授業用パーソナルコンピューター修理の支出について
155,331

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
53,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動式防球ネット他補修の支出について
216,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 エアコン修理の支出について
53,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 エンジン式高圧洗浄機修理の支出について
59,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 授業用ＰＣ修理の支出について
78,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断書類送付に伴う郵便切手購入の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 郵送用切手購入費用の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,874,967

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校舎増改築に伴う物品運搬業務の支出について
68,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断関係書類の送付にかかる郵送料の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断関係書類送付に伴う郵便切手購入の支出について
3,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習に伴う児童交通費（１０／５）の支出について
14,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,088,153

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 側溝・会所清掃業務委託の支出について
249,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場側溝外清掃業務委託の支出について
174,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 尿石除去外業務委託の支出について
78,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ＧＨＰ室内機分解洗浄業務委託の支出について
480,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 教室床ワックス掛業務委託の支出について
74,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
95,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処分業務委託　の支出について
1,958,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託　の支出について
363,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布　業務委託の支出について
79,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ清掃作業業務委託の支出について
200,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
38,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定業務委託の支出について
297,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去清掃業務委託の支出について
80,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 側溝・会所清掃業務委託の支出について
199,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー　購入の支出について
359,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
171,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 業務用給湯器　購入の支出について
462,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
58,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー　購入の支出について
75,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機　購入の支出について
352,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全自動高圧蒸気滅菌器　購入の支出について
332,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プログラムタイマー　購入の支出について
346,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
78,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー　購入の支出について
240,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 絵画作品乾燥棚外購入の支出について
226,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 気化式冷風機　購入の支出について
170,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 指揮台（朝礼台）　外　購入の支出について
385,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 衝立外購入の支出について
271,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 診察台　外　購入の支出について
268,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
163,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型ディスプレイ購入の支出について
162,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷風機（４台）購入の支出について
398,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パーテーション　他　購入の支出について
179,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤外購入の支出について
353,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミング教材　外　購入の支出について
67,039

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙の購入の支出について
111,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイクセット購入の支出について
38,786

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
37,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール購入の支出について
246,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外購入の支出について
473,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外購入の支出について
85,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テント外購入の支出について
77,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙コップ　他　購入の支出について
26,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パイン集成材購入の支出について
70,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外購入の支出について
664,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルクリップ　外購入の支出について
28,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板外購入の支出について
226,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 透明マスク外購入の支出について
44,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール　外　購入の支出について
72,589

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺　外　購入の支出について
20,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式両付打者用ヘルメット　外　購入の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール対応スプレー容器　外購入の支出について
74,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タンバックルカバー　購入の支出について
5,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パルスオキシメータ―　外　購入の支出について
41,382

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外購入の支出について
41,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコールシート外購入の支出について
304,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
93,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
34,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
16,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 乾電池　購入の支出について
22,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール　外　購入の支出について
57,499

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 飛沫感染防止用アクリル板　購入の支出について
204,193

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
1,718,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
10,766

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小倉百人一首　購入の支出について
72,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マウスピースクリーナー購入の支出について
8,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台外購入の支出について
45,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リード購入の支出について
12,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカー　外　購入の支出について
201,953
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
27,219

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
89,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 屋外マット　他購入の支出について
78,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗いせっけん液　他　の購入の支出について
48,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指入れ防止網外購入の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　外購入の支出について
48,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤポータブルシステム　購入の支出について
270,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク　外　購入の支出について
54,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ　購入の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 　消毒用アルコール除菌液外　購入の支出について
180,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴミ袋　外購入の支出について
24,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶ディスプレイモニタ外　購入の支出について
87,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
121,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラシックギター　外　購入の支出について
150,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ｗｅｂカメラ　購入の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触式体温計外購入の支出について
51,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸　購入の支出について
383,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール　外　購入の支出について
149,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 保冷剤外購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機インク購入の支出について
64,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
157,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
483,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 参考書『高校入試５科の要点整理』外購入の支出について
36,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外購入の支出について
201,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　外購入の支出について
123,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テントウエイト　購入の支出について
55,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
32,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外　購入の支出について
44,594

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
36,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷風扇　購入の支出について
110,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
46,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙　外　購入の支出について
85,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小便器自動洗浄器　購入の支出について
110,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
455,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＷＥＢカメラ　購入の支出について
41,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スポットクーラー他　購入の支出について
16,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドソープ購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレフラッシュバルブ取り換え工事の支出について
62,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関電気錠配線補修工事の支出について
85,859

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館２階廊下漏電補修工事の支出について
48,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックスの修理の支出について
23,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート　修理の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット修理の支出について
17,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アルトサックス修理の支出について
29,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
11,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ティンパニ　修理の支出について
16,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,227,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,081,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル料金および回収料の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル料金および回収料の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 運動会実施に伴う久宝寺緑地陸上競技場使用料の支出について
27,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 付添職員　キッザニア甲子園入場料の支出について
12,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 気化式冷風機　購入の支出について
364,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パルスオキシメータ―　外　購入の支出について
171,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アコーディオンスクリーン購入の支出について
141,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶ディスプレイモニタ外　購入の支出について
114,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 気化式冷風機　購入の支出について
171,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 窓用エアコン　購入の支出について
117,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー他　購入の支出について
143,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 窓設置型空調機　購入の支出について
280,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラーの購入の支出について
246,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー　購入の支出について
240,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 指入れ防止網外購入の支出について
199,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットエアコン購入の支出について
232,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷水機購入の支出について
396,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
160,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
81,917

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
15,554

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
665,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 洗剤購入の支出について
19,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外購入の支出について
228,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機インク　外　購入の支出について
136,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 　体温計　購入の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
89,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 工場扇購入の支出について
265,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外購入の支出について
118,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール　外　購入の支出について
158,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー購入の支出について
60,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 イソプロピルアルコール外　購入の支出について
11,781

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 合格マルチツール　他　購入の支出について
28,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外購入の支出について
14,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤドライブ外　購入の支出について
35,123

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 小型スライドスイッチ　他　購入の支出について
9,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
317,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　購入の支出について
15,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
90,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液　購入の支出について
70,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ペダル式ごみ箱購入の支出について
9,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆　外　購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計購入の支出について
5,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マジックテープ他購入の支出について
79,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 大型扇風機購入の支出について
86,900
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーレイ教材　購入の支出について
7,941

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 天幕　外　購入の支出について
115,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
198,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｉ―Ｆｉルーター　外　購入の支出について
60,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
411,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミ線　他　購入の支出について
50,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
165,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 機械科棟実習室照明器具取替工事の支出について
18,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 通用門錠補修工事の支出について
99,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 特別教室棟（新館）ＣＡＬ教室エアコン修理工事の支出について
32,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 普通教室棟（南館）１階多目的トイレ補修工事の支出について
36,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
218,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
564,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 大学入試共通テスト「受験案内」配送料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 Ｗｉ―Ｆｉルーター　外　購入の支出について
265,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「火狩りの王３」外購入の支出について
101,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ペレニアムライグラス種の購入の支出について
26,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 芝生種子　購入の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 エアレーター用コアリングタイン　外　購入の支出について
49,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内放送設備補修工事の支出について
880,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室照明器具取替補修工事の支出について
159,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 埋設消化管漏水補修その他工事の支出について
386,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 揚水ポンプ漏水補修工事の支出について
318,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館空調設備補修工事の支出について
958,529

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ分解補修工事の支出について
202,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室前廊下折版屋根漏水補修工事の支出について
198,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３階普通教室照明器具取替補修工事の支出について
383,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 スプリンクラー取替工事の支出について
220,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎南面外壁塗装補修工事の支出について
682,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎４Ｆ男子トイレ天井裏ポンプ取替工事の支出について
605,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多機能電話設備補修工事の支出について
347,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ用リモコンリレー取替補修工事の支出について
19,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 扇風機配線補修工事の支出について
572,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多機能電話設備補修工事の支出について
516,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多機能電話設備補修工事の支出について
699,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室照明器具取替補修工事の支出について
218,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室照明器具取替補修工事の支出について
38,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 飲料用受水槽電磁弁補修工事の支出について
73,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東校舎３階多目的トイレ扉補修工事の支出について
297,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関庇軒樋補修工事の支出について
544,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外スピーカー取替工事の支出について
62,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 インターホン配線補修工事の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 防鳥ネット取付工事の支出について
367,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 網戸設置工事の支出について
64,647

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 北門ドアクローザー取付工事の支出について
72,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オルガン購入の支出について
175,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 献立黒板　購入の支出について
52,860
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 冷凍冷蔵庫　購入の支出について
129,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 箏　購入の支出について
150,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ヒーター付扇風機購入の支出について
163,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ　購入の支出について
67,183

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ファイルワゴン購入の支出について
160,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスアンプ　外　購入の支出について
146,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 洗濯乾燥機購入の支出について
159,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 箏（和楽器）　購入の支出について
309,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 芝刈り機　購入の支出について
170,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 拡大機購入の支出について
390,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 シュレッダ購入の支出について
230,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
27,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 音楽ＣＤ購入の支出について
12,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 遊具　でこぼこ道　の購入にかかる経費の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用ワイヤレスマイク　購入の支出について
49,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 絵本（６８冊）購入の支出について
74,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポッチャボール　外購入の支出について
40,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 保育室換気扇取替工事の支出について
211,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 指導用図書「英検２級総合対策教本」外購入の支出について
147,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 製本テープ購入の支出について
1,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 　教材級別漢字レッスン　購入の支出について
106,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 スタックテーブル購入の支出について
97,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 副読本「基礎ドリル９０　バラ」　購入の支出について
105,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 簡易実物投影機　購入の支出について
135,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン外購入の支出について
120,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン外購入の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「小学英和辞典」外購入の支出について
167,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット　外　購入の支出について
44,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指示棒　外　購入の支出について
36,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴミ箱他購入の支出について
22,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外購入の支出について
45,353

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤　外購入の支出について
80,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー　外購入の支出について
166,107

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーテーション　外　購入の支出について
95,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ロッカー　購入の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紅白手旗　外　購入の支出について
14,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きウェブカメラ　外　購入の支出について
62,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　購入の支出について
11,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 飯缶　購入の支出について
73,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドソープ購入の支出について
20,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤購入の支出について
22,453

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　他　購入の支出について
158,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル顕微鏡　購入の支出について
91,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニルカーテン外購入の支出について
99,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 無指向型マイク・スピーカー購入の支出について
78,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初半紙外購入の支出について
76,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーコーン　外３点の購入の支出について
24,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「あたらしいこくご一下」外購入の支出について
268,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
56,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はかり　購入の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新しい国語五　教師用指導書　外　購入の支出について
40,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 竹尺　外購入の支出について
145,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付Ｗｅｂカメラ購入の支出について
21,879

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラほかの購入の支出について
92,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 飛沫防止板　購入の支出について
194,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付ウェブカメラ外購入の支出について
71,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石鹸液外購入の支出について
108,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　他購入の支出について
68,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ購入の支出について
222,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
20,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 透明マスク　外　購入の支出について
297,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆他購入の支出について
63,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つい立て他購入の支出について
58,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「新しい国語三下指導編」　他購入の支出について
15,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室用エアベッド　外購入の支出について
76,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
278,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外　の購入の支出について
33,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 精製水　外購入の支出について
48,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコールタオル　外購入の支出について
395,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易ベット　外　購入の支出について
105,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 泡ハンドソープ他購入の支出について
220,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 業務用ふきん　外　購入の支出について
71,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手袋　購入の支出について
33,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 勉強ブース　購入の支出について
6,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きウェブカメラ　外　購入の支出について
45,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バケツ　外　購入の支出について
53,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パルスオキシメータ他購入の支出について
28,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 　　白画用紙の購入にかかる支出について
15,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
51,807

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤外購入の支出について
30,071

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ購入の支出について
74,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタイラスペン用替え芯　外　購入の支出について
22,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット用ペン先替芯　購入の支出について
8,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外　購入の支出について
49,302

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電卓　外購入の支出について
48,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 製図ケント紙外購入の支出について
38,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ（２０台）購入の支出について
68,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習熟プリント　購入の支出について
9,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウレタン樹脂塗料外購入の支出について
87,153

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触式温度計購入の支出について
21,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液　購入の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習プリント　購入の支出について
198,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土　外購入の支出について
107,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 草刈機　購入の支出について
42,790
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液外購入の支出について
14,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計外購入の支出について
49,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外　購入の支出について
49,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙外購入の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸外購入の支出について
251,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室鉄扉及び窓框補修工事の支出について
115,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替え工事の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南館東側階段シャッター補修工事の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室照明スイッチ修理工事の支出について
15,455

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替補修工事の支出について
14,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
9,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 消火水槽ボールタップ取替工事の支出について
64,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
18,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
31,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機　修理の支出について
28,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室引違戸修理の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
21,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ボンゴ修理の支出について
12,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
8,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 健康診断書類送付に伴う郵便切手購入（１０／５）の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健診資料事前送付用郵送料の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健診配布物送付にかかる郵送料（１０／５）の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断票等資料送付に伴う郵送料の支出について
14,874

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年　秋の遠足にかかる児童交通費外の支出について
28,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断案内状等送付に伴う郵便切手購入の支出について
4,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年体験活動にかかる参加児童交通費（１０／６）の支出について
17,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 コードレス多機能電話機点検作業の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ｈｙｐｅｒ－ＱＵ　コンピューター診断の支出について
98,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 グラウンドにがり散布業務委託の支出について
79,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木の剪定業務委託の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行　シーカヤック体験料の支出について
89,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年　秋の遠足にかかる児童交通費外の支出について
68,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷風機購入の支出について
327,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 簡易ベット　外　購入の支出について
181,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 気化式大型冷風機購入の支出について
343,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン　購入の支出について
324,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
301,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーテーション　外　購入の支出について
246,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター　購入の支出について
21,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 しつけ糸　外　購入の支出について
104,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール　購入の支出について
16,731

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計購入の支出について
35,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ウインドエアコン購入の支出について
259,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
55,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 泡ハンドソープ本体　外購入の支出について
23,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 延長枠　購入の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙　外　購入の支出について
74,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 扇風機購入の支出について
160,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量粘土外購入の支出について
44,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラの購入の支出について
43,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカー　外購入の支出について
54,917

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 時間割編成用科目駒　外　購入の支出について
28,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 等賞旗　外　購入の支出について
82,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 経口補水液外購入の支出について
24,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ外購入の支出について
25,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軍手　ほか　購入の支出について
82,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フェルト　外の購入の支出について
26,455

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドレーキ外購入の支出について
41,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 背負い式クリーナー　購入の支出について
37,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール購入の支出について
16,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塩化マグネシウム　購入の支出について
132,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ　外　購入の支出について
18,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光ネット外　購入の支出について
48,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰購入の支出について
41,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 南館２階　トイレ漏水補修工事の支出について
48,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室３槽シンク漏水補修工事の支出について
25,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替工事の支出について
45,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 東門扉補修工事の支出について
79,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具スイッチ補修工事の支出について
45,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行に伴う付添職員入館料（１０／６）の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見にかかる高速道路料金の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ビデオカメラ　購入の支出について
56,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 映像デザイン科　９月分　モデル謝礼金の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 無線ＬＡＮルーター購入の支出について
263,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　　他の購入の支出について
20,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触式電子体温計　外　購入の支出について
114,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 オートクレーブ用　角カスト購入の支出について
8,701

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 業務用掃除機　他　購入の支出について
58,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コート紙　外　購入の支出について
87,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 飛沫感染対策用アクリルパーテーション購入の支出について
138,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 イオン交換樹脂外購入の支出について
119,207

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤外購入の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 定教室窓ガラス補修工事の支出について
5,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 三相交流発電機修理の支出について
244,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル手数料及び回収運搬料の支出について
2,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 就職応募用書類送付（１０／５）の支出について
52,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 就職紹介状送付にともなう簡易書留料（１０／５）の支出について
59,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 就職応募書類送付に伴う郵便切手購入（１０／５）の支出について
46,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル手数料及び回収運搬料の支出について
3,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スクリーン購入の支出について
40,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 化成肥料　購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂前渡り廊下土間タイル補修工事の支出について
78,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室空調機分解修理工事の支出について
93,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室屋外排水管詰り除去工事の支出について
71,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室シャッター補修工事の支出について
297,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２階学習室黒板及び更衣室木床補修工事の支出について
344,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 学習室床補修工事の支出について
530,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 アクリル板入れ替え工事の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階トイレフラッシュバルブ修理工事の支出について
49,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 食堂照明取替工事の支出について
985,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階分電盤ブレーカー取替補修　工事の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給湯器補修工事の支出について
158,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室グリストラップ詰まり及び排水管通管工事の支出について
427,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室ガス管腐食補修工事の支出について
79,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 普通教室扉ガラス修繕工事の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多機能電話設備補修工事の支出について
594,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ６年１組教室　雨漏り補修工事の支出について
121,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館のカーテンレール補修工事の支出について
26,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内インターホンその他補修工事の支出について
390,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 新館２階男女トイレ器具取替修理工事の支出について
62,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場スピーカー取替配線補修工事の支出について
499,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館床面補修工事の支出について
583,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ室内機補修工事の支出について
121,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食調理室内排気フード設置工事の支出について
286,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調機補修工事の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火水槽ボールタップ取替補修工事の支出について
79,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽準備室　扉交換補修工事の支出について
407,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 プロジェクター壁面取付工事の支出について
731,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー　購入の支出について
31,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ＨＤエンコーダー内蔵ＯＦＤＭ変調器一式購入の支出について
369,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 時間割編成板　購入の支出について
80,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ　購入の支出について
170,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫購入の支出について
152,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 カラープリンター購入の支出について
84,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 作品乾燥棚　購入の支出について
69,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー購入の支出について
48,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
50,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
15,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用サーキュレーター外購入の支出について
89,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 （コロナ対策用）アクリル板　外５件の購入の支出について
18,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ラミネーター　外　購入の支出について
17,421

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 せいさくがばん大　購入の支出について
34,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 玄関電気錠補修工事の支出について
78,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ノート　購入の支出について
124,555
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学習シール購入の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学習指導問題集購入の支出について
157,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 フラップテーブル購入の支出について
300,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
9,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 電子教材「Ｔｈｉｎｋ！Ｔｈｉｎｋ！」購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学習プリント集購入の支出について
65,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 ホワイトボード　購入の支出について
78,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サーキュレーター外購入の支出について
87,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
8,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール　購入の支出について
32,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「あたらしいこくご一下　外」購入の支出について
321,583

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビブス　購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量紙粘土　購入の支出について
49,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易ベッド外購入の支出について
51,613

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外購入の支出について
131,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 段差解消スロープ購入の支出について
14,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ他購入の支出について
51,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクマット購入の支出について
25,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「あたらしい国語１年下」外購入の支出について
200,057

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
98,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　他　購入の支出について
22,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
164,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「あたらしいこくご一下」外購入の支出について
15,119

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 伝統芸能パフォーマー用品購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 運動会ＣＤ　外購入の支出について
16,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 扇風機　購入の支出について
56,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール除菌剤　外　購入の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡　外の購入の支出について
326,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルカリ乾電池　外　購入の支出について
107,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
144,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クロスパーテーション外購入の支出について
265,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー　購入の支出について
32,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外の購入の支出について
70,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷＥＢカメラの購入の支出について
101,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量紙粘土ほか　購入の支出について
133,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット　購入の支出について
15,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
91,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸　購入の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 次亜塩素酸ナトリウム　外　購入の支出について
4,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外購入の支出について
64,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書（特支追加分）購入の支出について
79,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス購入の支出について
95,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
13,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル温湿度計外の購入の支出について
163,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙購入の支出について
7,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液外購入の支出について
33,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外購入の支出について
1,075,816
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テーブルほうきセット外　購入の支出について
126,137

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フレキシブルスタンド外購入の支出について
124,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石けん液　外　購入の支出について
28,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
55,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除菌シート外購入の支出について
199,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリルパーテーション　外　購入の支出について
112,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土購入の支出について
57,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジャム・バター入　大の購入の支出について
19,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土購入の支出について
32,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 下塗り塗料　外　購入の支出について
26,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
56,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語ドリル購入の支出について
37,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモ二カ購入の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗装用水性塗料他購入の支出について
56,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外購入の支出について
47,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外　購入の支出について
89,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
1,547,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外購入の支出について
1,482,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塩酸　外　購入の支出について
49,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 　大型液晶ＴＶ　外　購入の支出について
45,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード用イレーザー外購入の支出について
51,937

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 逆性せっけん　外　購入の支出について
64,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氷のう固定バンド外購入の支出について
26,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学力向上対策問題集の購入の支出について
135,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
763,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール外購入の支出について
26,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タオルケット外の購入の支出について
25,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス入替工事の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室コンセント補修工事の支出について
34,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室照明取替工事の支出について
35,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 国旗掲揚ポールロープ補修工事の支出について
50,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プロジェクター修理の支出について
57,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレス受信機の修理の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン修理の支出について
51,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
34,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理室回転釜の修理の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
23,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターホン修理の支出について
22,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
99,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外スピーカー取替修理の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＧＨＰ室内機補修の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜　修理の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折り機修理の支出について
24,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷凍冷蔵庫リサイクル回収料の支出について
5,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １年秋の遠足にかかる参加児童交通費　１０／７の支出について
18,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 新入生保護者への郵便物送付に伴う切手購入の支出について
18,900
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断関係書類送付に伴う郵送料の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル料および回収運搬料の支出について
81,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 エアコンリサイクル料　外の支出について
3,399

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 エアコン回収にかかるリサイクル料の支出について
3,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 エアコンリサイクル回収料他の支出について
1,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 エアコンリサイクル料　外の支出について
990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷凍冷蔵庫リサイクル回収料の支出について
3,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 エアコンリサイクル回収料他の支出について
990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル料および回収運搬料の支出について
105,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫外リサイクル料の支出について
6,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 エアコン回収にかかるリサイクル料の支出について
990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
98,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 浪速小学校第二グランド除草業務委託の支出について
121,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布作業業務委託の支出について
77,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 薬剤散布業務委託の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 防草シート貼付作業業務委託の支出について
351,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
27,379

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内樹木剪定業務委託の支出について
218,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ＧＨＰ室内機分解清掃にかかる業務委託の支出について
303,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 室内機分解整備業務委託の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 管理作業員室エアコン購入の支出について
170,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
104,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 簡易ベッド外購入の支出について
151,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 　大型液晶ＴＶ　外　購入の支出について
320,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 窓設置型空調機　購入の支出について
299,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アクリルパーテーション　外　購入の支出について
85,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「青の王」外　購入の支出について
138,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「たべものえほん」外購入の支出について
348,103

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おばけの学校シリーズ」外　購入の支出について
273,571

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「あっちゃんあがつく」外購入の支出について
367,001

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テープカートリッジ外購入の支出について
22,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 試合球　外　購入の支出について
140,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刺しゅう糸　外　購入の支出について
37,554

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 作戦盤購入の支出について
6,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防藻剤　購入の支出について
52,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコールの購入の支出について
399,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒薬　外の購入の支出について
27,963

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色模造紙　外　購入の支出について
206,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストレッチマット　外　購入の支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット　外購入の支出について
61,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 乾電池　外　購入の支出について
114,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ外購入の支出について
29,481

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　外　購入の支出について
58,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧蒸気滅菌器用角カスト購入の支出について
20,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 二人三脚用ベルト　購入の支出について
9,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
586,883

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手芸用接着剤他購入の支出について
11,790
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
96,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外の購入の支出について
260,558

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーゴール用ネット購入の支出について
113,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
509,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 無線ワイヤレスマイク外の購入の支出について
39,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きｗｅｂカメラ　購入の支出について
61,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 住宅家具用洗剤　購入の支出について
14,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「高校入学案内一覧」外　購入の支出について
56,503

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学級旗ほか　購入の支出について
28,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ユニフォーム　外購入の支出について
75,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書道用下敷　外の購入の支出について
88,429

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ねんど外購入の支出について
47,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 消防設備補修工事の支出について
49,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ハンドゴール補修の支出について
268,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ポータブルワイヤレスアンプ修理の支出について
49,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
34,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 グリストラップ清掃汚泥運搬及び産廃処理業務委託の支出について
82,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 エアコン室内機高圧洗浄業務委託　の支出について
110,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 運動場周辺　側溝・会所清掃業務委託料の支出について
294,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷風機　外購入の支出について
270,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 高圧蒸気滅菌機購入の支出について
332,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式ペンインパクトドライバ他購入の支出について
116,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 木部保護塗料他購入の支出について
78,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液の購入の支出について
34,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 防風ネット　他　購入の支出について
77,869

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
16,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ外購入の支出について
75,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外　購入の支出について
33,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 液体せっけん　外　購入の支出について
15,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
14,317

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸　購入の支出について
173,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 大型冷風扇購入の支出について
227,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 真砂土　外　購入の支出について
70,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 透明アクリル板　購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 防風ネット　購入の支出について
58,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
43,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型電子体温計　購入の支出について
12,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＷＥＢカメラ購入の支出について
138,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館自火報設備補修工事の支出について
22,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館屋根排水口補修工事の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ブルーレイデッキ修理の支出について
58,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 正面フライスカッター　修理の支出について
3,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー他購入の支出について
352,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 撮影用機器　購入の支出について
57,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 コンセント補修工事の支出について
139,700
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 学習園給水管漏水補修工事の支出について
182,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール補給水及びシャワー止水栓取替工事の支出について
221,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多機能電話設備補修工事の支出について
599,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館屋外手洗い行止水栓漏水補修工事の支出について
232,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 特別教室天井漏水補修工事の支出について
616,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食調理室水栓取替工事の支出について
30,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室水栓柱漏水補修工事の支出について
238,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ホワイトボード貼替工事の支出について
232,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室照明器具補修工事の支出について
248,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 コンセント増設工事の支出について
22,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 卓球台　購入の支出について
105,341

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 冷凍冷蔵庫外購入の支出について
104,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 筝　外　購入の支出について
291,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　冷凍冷蔵庫購入の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 印刷機購入の支出について
374,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色画用紙外の購入の支出について
68,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 空気清浄機購入の支出について
159,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 新型コロナ感染防止３密対策用テント購入の支出について
40,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ラインパウダーの購入の支出について
6,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 コロナ対策用テント　購入の支出について
85,789

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 新型コロナ感染防止３密対策用テント購入の支出について
159,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 指導用図書「やさしいコグトレ」外購入の支出について
3,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教師用図書「漢字コグトレ小学１年生」外購入の支出について
51,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学習プリント教材外購入の支出について
45,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
85,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 五色百人一首外購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレットホルダー外購入の支出について
179,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 シューズカバー　購入の支出について
8,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ブルーレイプレーヤー　外購入の支出について
43,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 授業活用図書「むしのあいうえお」外購入の支出について
290,273

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
4,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポットクーラー外購入の支出について
234,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーテーション外購入の支出について
133,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 扇風機購入の支出について
95,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式黒板　購入の支出について
69,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調機取付枠　外　購入の支出について
5,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＷＥＢカメラ　外　購入の支出について
70,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
19,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティーボール用スペアヘッド　外　購入の支出について
82,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　購入の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タンブリン　購入の支出について
25,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸　購入の支出について
232,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベルトパーテーション購入の支出について
188,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール　購入の支出について
54,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコールジェル外購入の支出について
88,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衣類収納ケース　購入の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
14,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット外購入の支出について
33,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポンプボトル他の購入の支出について
50,501

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易ベッド購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチック手袋外購入の支出について
232,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット外購入の支出について
19,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外　購入の支出について
62,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外の購入の支出について
49,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポットクーラー延長排気ダクト購入の支出について
37,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール除菌液　の購入の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール消毒液　購入の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
985,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計　購入の支出について
55,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きｗｅｂカメラ　外　購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 算数習熟プリント外購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レジ袋購入の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 逆性石鹸　外　購入の支出について
200,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンズフリー拡声器購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆削り外購入の支出について
46,349

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 切断砥石　外購入の支出について
20,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷凍庫　購入の支出について
43,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「新しい国語一下」外　購入の支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 丸のこ修理の支出について
9,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪市立科学館見学にかかる参加児童交通費外の支出について
6,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年　秋の遠足にかかる児童交通費外　１０／８の支出について
19,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる児童交通費（１０／８）の支出について
33,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる参加児童交通費（１０／８）の支出について
144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 全学年合同遠足にかかる交通費の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費及び入場料の支出について
13,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年生社会見学にかかる交通費（１０／８）の支出について
7,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動の充実にかかる４年参加児童交通費の支出について
2,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年体験学習にかかる交通費（１０／８）の支出について
12,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる参加児童交通費（１０／８）の支出について
4,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布作業業務委託の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定作業業務委託の支出について
121,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除作業業務委託の支出について
59,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 廊下床ワックス掛け作業業務委託の支出について
148,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内樹木剪定業務委託の支出について
218,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年　秋の遠足にかかる児童交通費外　１０／８の支出について
21,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる参加児童交通費及び入場料の支出について
24,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立科学館見学にかかる参加児童交通費外の支出について
9,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ビッグファン　購入の支出について
259,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 空調機取付枠　外　購入の支出について
60,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー外購入の支出について
156,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 遮熱テント購入の支出について
254,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント　購入の支出について
209,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷風機　購入の支出について
398,700
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 管理作業員室用エアコン　購入の支出について
82,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「日本史探偵コナン」外購入の支出について
232,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン購入の支出について
238,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷＥＢカメラ外購入の支出について
45,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フェイスシールド　外　購入の支出について
147,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
32,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 １年生用学習プリント　購入の支出について
105,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
544,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハチマキ　他　購入の支出について
88,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型温度計　購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼模造紙　外の購入の支出について
80,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル絵の具購入の支出について
25,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液購入の支出について
110,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サーキュレーター外購入の支出について
127,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 問題集「近畿の高校入試　数学」外購入の支出について
327,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスバーナー外購入の支出について
37,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刺繍糸外購入の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 彩液マーブリング　他　購入の支出について
111,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷＥＢカメラ　外　購入の支出について
36,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チャコペン　外購入の支出について
49,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器（ハンズフリー拡声器）　の購入の支出について
24,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板　外の支出について
113,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリルパーテーション　購入の支出について
60,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 管理作業員室用エアコン修理の支出について
7,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トランペット外修理の支出について
55,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
121,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
487,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ビジネス文書実務検定試験受験料（１０／７）の支出について
4,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館廊下手洗い用シンク取替補修工事の支出について
331,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室ダクト分解・洗浄の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 洗面台取替補修工事の支出について
67,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水管漏水補修工事の支出について
363,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ５階女子トイレ漏水補修工事の支出について
34,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ユニットカウンター購入の支出について
195,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー購入の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 太鼓指導用講師謝礼金の支出について
18,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 英語であそぼう　講師料の支出について
11,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大学・行政機関連携にかかる講師謝礼金の支出について
25,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究授業に伴う講師謝礼の支出について
11,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「生活・総合的な学習の時間」校内研修会講師謝礼の支出について
22,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 アタッチメント研修会にかかる講師謝礼９／１４分の支出について
10,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 社会科授業検討会にかかる講師謝礼金の支出について
12,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教育環境醸成講話にかかる講師謝礼金の支出について
37,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 分野別キャリア教育にかかる講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 校内授業研究会及び講演会の講師謝礼の支出について
27,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 生活指導研修会にかかる講師謝礼金の支出について
13,720
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 分野別キャリア教育にかかる講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国語教育活動講師謝礼の支出について
14,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員研修にかかる講師謝礼金の支出について
35,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ５年研究授業指導助言にかかる講師謝礼金の支出について
18,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＩＣＴ活用授業研究会にかかる講師料の支出について
23,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 分野別キャリア教育にかかる講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国語科研修会における講師謝礼金の支出について
9,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国語研究会にかかる講師謝礼金の支出について
28,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校改革Ｐ会議にかかる講師謝礼（９／１７分）の支出について
18,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 　教材「漢検漢字学習ステップ」外購入の支出について
19,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究用書籍「凍り付いた瞳２０２０」外購入の支出について
27,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ノート　購入の支出について
22,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マイク付きＷＥＢカメラ外購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 「国語学習スイッチオン１年」外購入の支出について
311,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　購入の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　図書購入費 研究用書籍「凍り付いた瞳２０２０」外購入の支出について
39,243

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 特別講義にかかる講師謝礼の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 児童への多文化共生教育における講師謝礼金の支出について
31,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校図書館における児童・教職員への指導・助言の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年自然教室付添看護師謝礼の支出について
28,093

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科授業研究及び討議会にかかる講師謝礼金の支出について
21,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科の指導法研修会にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年自然教室付添指導員謝礼の支出について
18,093

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 研究授業指導講評・研修会にかかる講師謝礼金の支出について
21,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ＩＣＴ活用授業にかかる講師料の支出について
10,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際授業にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 書写指導にかかる報償金（９月分）の支出について
39,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族学習にかかる報償金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 研究授業指導講評・研修会にかかる講師謝礼金の支出について
21,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 多国の文化に触れる取り組みの講師謝礼の支出について
5,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる看護補助員謝礼金の支出について
45,141

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 一泊移住付添にかかる講師謝礼金の支出について
32,157

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習の講話にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 教員ＵＤ研修会にかかる講師謝礼の支出について
12,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 教職員研修にかかる講師謝礼の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 異文化体験学習（１年）講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット　購入の支出について
9,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール綿　外購入の支出について
45,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易ベッド　外　購入の支出について
62,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸　外購入の支出について
235,713

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸の購入の支出について
331,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷＥＢカメラ外購入の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
17,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 赤外線非接触体温計　購入の支出について
49,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 不織布外購入の支出について
51,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋　購入の支出について
22,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てマスク外購入の支出について
185,296
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋外購入の支出について
35,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
104,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール消毒液外購入の支出について
146,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷風扇　購入の支出について
72,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い水栓レバーハンドル　購入の支出について
363,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用泡せっけん　購入の支出について
151,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミング教材　購入の支出について
90,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
375,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 送風機購入の支出について
109,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計外　購入の支出について
10,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け扇風機の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ　購入の支出について
230,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙外購入の支出について
30,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め半紙　外購入の支出について
62,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却ベルト外購入の支出について
48,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁外購入の支出について
25,729

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ外購入の支出について
39,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸液　外　購入の支出について
73,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木材購入の支出について
37,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「あたらしいこくご　一下」外　購入の支出について
333,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　燃料費 園芸作業実施に伴う混合ガソリン購入（１０／８）の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
25,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
90,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機　修理の支出について
30,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動式防球ネット修理の支出について
269,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プレハブ冷蔵庫修理の支出について
75,911

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年体験学習（１０／９）の児童交通費の支出について
24,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習（１０／９）にかかる児童交通費他の支出について
5,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １年校外学習にかかる参加児童交通費の支出について
9,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１０／８）の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断関係書類送付に伴う郵便切手購入の支出について
10,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外活動にかかる参加児童交通費（１０／９）の支出について
17,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 エアコン収集運搬費の支出について
3,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年体験活動にかかる参加児童交通費及び入場料の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費の支出について
15,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年秋の遠足にかかる児童交通費　１０／９の支出について
18,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 自然体験活動にかかる児童交通費（１０／９）の支出について
15,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年秋の遠足にかかる児童交通費（１０／９）の支出について
36,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学にかかる参加児童交通費（１０／９）の支出について
12,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／９）の支出について
12,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断関係書類送付にかかる切手購入の支出について
12,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる児童交通費及び児童職員観覧料の支出について
14,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学（１０／９）参加児童交通費の支出について
10,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 エアコン収集運搬費の支出について
990
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 除草作業業務委託の支出について
165,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ノミ駆除業務委託の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 蜂の巣駆除業務委託の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習（１０／９）にかかる児童交通費他の支出について
26,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる児童交通費及び児童職員観覧料の支出について
18,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年体験活動にかかる参加児童交通費及び入場料の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 配膳台　購入の支出について
373,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン　購入の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 　　　業務用冷凍庫外の購入の支出について
177,749

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ外購入の支出について
355,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 簡易ベッド　外　購入の支出について
140,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部への楽器実技指導講師謝礼金の支出について
10,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 遅刻不登校対策講話にかかる講師謝礼金の支出について
15,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール外購入の支出について
264,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外　購入の支出について
76,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール　外購入の支出について
122,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サーキュレーター外購入の支出について
128,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入試全国リレー問題集　購入の支出について
95,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
22,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒ポンプスタンド購入の支出について
60,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール　購入の支出について
380,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掛け布団外購入の支出について
116,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け扇風機　購入の支出について
62,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ウィンドエアコン　購入の支出について
120,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺　外　購入の支出について
24,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計購入の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアマウスシールド　ほか購入の支出について
133,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 皮膚赤外線体温計外　購入の支出について
89,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー　購入の支出について
17,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マウスシールド他購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サーキュレーターの購入の支出について
123,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ウェブカメラ　購入の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス小型湯沸器取替修理の支出について
41,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 体育大会物品運搬料の支出について
24,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行付添教員ハウステンボス入場料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ購入の支出について
387,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 サーキュレーター外購入の支出について
271,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラーの購入の支出について
249,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テナーサックス外購入の支出について
308,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウィンドエアコン　購入の支出について
244,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科　講師謝礼金（９月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科　講師謝礼金（９月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科　講師謝礼金（９月分）の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 体育特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
87,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デザイン実習材料購入の支出について
17,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 遮眼子購入の支出について
1,683

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 全商英語検定受験に伴う受験料（１０／８）の支出について
10,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度桜宮共同艇庫使用料（１０／９）の支出について
777,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給茶室前西館校舎外壁補修工事の支出について
115,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 普通教室照明器具取替工事の支出について
26,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 鍵取替補修工事の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 コンセント増設工事の支出について
63,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 拡大機購入の支出について
336,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 長胴太鼓やぐら台セット　購入の支出について
150,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 生徒会活動用ノートパソコン　購入の支出について
242,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 遮光ネット　外　購入の支出について
49,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 色画用紙ほかの購入の支出について
47,823

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用　非接触式電子温度計（２本）購入の支出について
24,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 縄跳びポールスタンド購入の支出について
29,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 園芸ネット外購入の支出について
69,577

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用飛沫防止パーテンション　購入の支出について
37,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 にがり　購入の支出について
14,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用キッチン用アルコール除菌外購入の支出について
38,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 養生テープ　外　購入の支出について
20,837

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用　間仕切り・落書きボード　購入の支出について
31,317

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用インクカートリッジ　購入の支出について
42,951

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アクリル板　購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 折り紙　外　の購入の支出について
46,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ステップラバーリング　購入の支出について
22,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
30,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 園芸用土ほかの購入の支出について
42,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用仕切付バスケット　外　購入の支出について
131,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 パソコン用インクカートリッジ　の購入の支出について
37,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 コロナ対策用簡易テントの購入の支出について
102,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 （コロナ対策用）アルミテント２張り　購入の支出について
102,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル教材タブレットドリル国語外４点の購入の支出について
150,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一輪車　購入の支出について
65,967

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 歴史人物資料購入の支出について
23,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 発表ボード外購入の支出について
118,087

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレットドリル購入の支出について
124,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 書画カメラ購入の支出について
176,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 指導用パッケージ購入の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学級用ドリル「１年生言葉と文のきまり」外購入の支出について
313,209

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
69,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 算数学習プリント　外　購入の支出について
38,687

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ外購入の支出について
128,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 乾電池　購入の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 民芸和紙　他　購入の支出について
51,859

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ビデオオーディオキャプチャーの購入の支出について
41,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 発表ボード外購入の支出について
127,103

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マイク付Ｗｅｂカメラ　外購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学習シール外　購入の支出について
74,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 小学校教科書購入の支出について
12,225
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 副読本「トークアンドトークライト」購入の支出について
246,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 採点用ペン　外　購入の支出について
18,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
139,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 国語ドリル外購入の支出について
103,213

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 コントラクトカーテン　外　購入の支出について
140,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　建物修繕料 空調設備補修工事の支出について
377,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 実用英語技能検定　検定料の支出について
287,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 日本ＬＤ学会　第２９回兵庫大会参加費の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 性・生教育授業講師謝礼金の支出について
9,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール外購入の支出について
116,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓上パーテイション　購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー　外の購入の支出について
61,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 　パルスオキシメーター　購入の支出について
30,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 問題集　購入の支出について
30,853

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレスたわし　外　購入の支出について
27,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「楽しく学ぶ小学生の地図帳指導書」外購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤　他　購入の支出について
9,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ　購入の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 再生トナーカートリッジ、外購入の支出について
22,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シリコンゴムシート　外購入の支出について
36,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
162,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「あたらしいこくご」外購入の支出について
6,817

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水彩絵の具　外購入の支出について
87,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土購入（１０／９）の支出について
4,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計外　購入の支出について
52,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拭き掃除用洗剤　購入の支出について
7,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷＥＢカメラ購入の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てマスク　外　購入の支出について
271,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　購入の支出について
29,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大型テレビ外購入の支出について
35,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コートマーカー　購入の支出について
35,486

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
60,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチック製太鼓購入の支出について
20,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折りたたみベット他購入の支出について
299,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外購入の支出について
139,018

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電源コード　購入の支出について
3,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋外　購入の支出について
133,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒盤　購入の支出について
22,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リストバンド外購入の支出について
22,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外購入の支出について
3,412,566

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付Ｗｅｂカメラ　外購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
827,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコールジェル　購入の支出について
74,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外購入の支出について
61,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液　外　購入の支出について
100,633

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つい立　外購入の支出について
93,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
49,530
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書管理用ソフトの購入の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
703,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛扇風機購入の支出について
25,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外購入の支出について
30,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふきん外購入の支出について
45,823

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 煙感知器　購入の支出について
41,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空気清浄機他購入の支出について
59,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
245,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
62,217

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチールレーキ　購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミングロボット外購入の支出について
291,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
48,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外の購入の支出について
25,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　他　購入の支出について
32,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン室外機用スタータ　購入の支出について
81,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
32,829

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ他購入の支出について
42,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
121,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤外購入の支出について
258,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 案内板　購入の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸　購入の支出について
367,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソゴ　購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 飛沫感染防止パネル　購入の支出について
19,173

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リストバンド外購入の支出について
154,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルタイマー外購入の支出について
82,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス炊飯器　購入の支出について
42,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手回しラジオ外購入の支出について
40,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用肥料購入の支出について
8,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
176,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛扇風機、他購入の支出について
273,702

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 窓用エアコン取付枠購入の支出について
5,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塩酸外購入の支出について
33,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型電子体温計　外　購入の支出について
76,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「あたらしいこくご下」他　購入の支出について
13,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画ベニヤ外購入の支出について
202,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水彩絵の具購入の支出について
29,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ５年英語テストＡＳ２学期外購入の支出について
61,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　購入の支出について
7,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペダル式ダストボックス　購入の支出について
5,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両口げんのう　購入の支出について
53,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触式体温計　購入の支出について
122,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　外　購入の支出について
29,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触温度計　購入の支出について
81,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マウス外の購入の支出について
36,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折りたたみ式簡易ベッド購入の支出について
43,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
20,900
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリエチレン手袋　外　購入の支出について
7,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自動噴射式手指消毒器の購入の支出について
100,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
112,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計購入の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外購入の支出について
89,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書　購入の支出について
127,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 しゃもじ外購入の支出について
100,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サージカルマスク　外購入の支出について
36,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きｗｅｂカメラ　他　購入の支出について
55,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
594,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外購入の支出について
57,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット外購入の支出について
33,537

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 窓用エアコン　購入の支出について
198,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　外　購入の支出について
45,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク外購入の支出について
89,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外購入の支出について
16,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外購入の支出について
247,401

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土外購入の支出について
86,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアマウスシールド購入の支出について
14,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手袋他購入の支出について
94,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 診察台　外　購入の支出について
218,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 透明マスク　購入の支出について
15,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 令和２年度後期指導書　外購入の支出について
250,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パウチラミネーター　購入の支出について
68,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷風機　外　購入の支出について
239,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス　外　購入の支出について
307,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エアーポンプ用長針　外購入の支出について
20,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 半紙外　購入の支出について
54,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
69,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
332,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ　購入の支出について
394,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パウチラミネーター　購入の支出について
68,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーＰＰＣ用紙外購入の支出について
85,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 窓用エアコン　購入の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　購入の支出について
9,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペン　外　購入の支出について
102,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 回転釜修理の支出について
17,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パウチラミネーター　購入の支出について
13,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＣＷＥＢカメラ　他　購入の支出について
76,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベッドシート　他　購入の支出について
50,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シリコンキッチンスプーン他購入の支出について
27,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 すのこ外購入の支出について
26,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙ほか購入の支出について
121,922

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 横水栓他購入の支出について
12,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール　１Ｌ　外購入の支出について
72,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きウェブカメラ　購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新型コロナウイルス感染症対策用物品購入費の支出について
50,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カバーフィルムシート外購入の支出について
70,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 牛床の購入の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計購入の支出について
80,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石けんほか購入の支出について
249,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耳鏡　外購入の支出について
271,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易ベッド外　購入の支出について
40,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てビニール手袋　購入の支出について
19,019

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
73,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器　購入の支出について
30,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石鹸液外の購入の支出について
39,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
164,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キーボックス購入の支出について
28,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外購入の支出について
23,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーテーションホワイトボード　購入の支出について
388,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラッシュカード　他　購入の支出について
24,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量紙粘土外購入の支出について
52,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外購入の支出について
83,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刷毛他購入の支出について
51,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サーキュレーター購入の支出について
164,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外　購入の支出について
41,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル購入の支出について
9,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用エタノール　外購入の支出について
97,234

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １年３組教室他戸車取替工事の支出について
145,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置ブレーカー取替工事の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場整地工事の支出について
189,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図工室パーテーション撤去工事の支出について
148,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室絶縁不良補修工事の支出について
15,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン修理の支出について
30,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スピーカー修理の支出について
83,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
2,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 小便器自動水栓修理の支出について
68,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫修理の支出について
49,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 照明器具修理の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 業務用冷蔵庫修理の支出について
20,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
57,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室プロジェクター動作不良修理の支出について
18,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 換気扇修理の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理（デュプロ製）の支出について
33,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 排風機　修理の支出について
80,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調機修理の支出について
49,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
56,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
15,301

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜　修理の支出について
33,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
51,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ルームエアコン修理の支出について
27,060



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理（リソグラフ）の支出について
34,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 業務用牛乳保冷庫の修理の支出について
186,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断書類送付に伴う郵送料（１０／９）の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年体験活動にかかる参加児童交通費・物品使用料の支出について
30,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル回収料外の支出について
1,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時前健康診断関係書類送付に伴う郵送料の支出について
14,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる児童交通費（１０／１２）の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 空調フィルタ清掃の支出について
38,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル回収料外の支出について
2,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ガスヒーポン室内機分解洗浄業務委託の支出について
272,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場　にがり散布業務委託の支出について
77,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年体験活動にかかる参加児童交通費・物品使用料の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行に伴う付添職員入園料（１０月１３日）の支出について
1,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
264,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ソファベット購入の支出について
65,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
240,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食調理員休養室ルームエアコン　購入の支出について
98,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 保健室用アコーディオン衝立　購入の支出について
296,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型テレビ外購入の支出について
325,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷凍庫購入の支出について
52,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 伴奏機　購入の支出について
160,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷風扇　外　購入の支出について
296,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
121,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全自動高圧蒸気滅菌器　購入の支出について
332,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アコーディオン式衝立購入の支出について
215,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 窓設置型空調機購入の支出について
376,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型冷風扇　購入の支出について
145,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
17,823

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「給食番長シリーズ」外　購入の支出について
265,919

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 書室用図書「月の満ちかけをながめよう」外　購入の支出について
266,882

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「どうぶつえほん」外購入の支出について
267,169

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤドライブ　購入の支出について
59,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スポットクーラー外１点の購入の支出について
40,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール　他購入の支出について
246,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール購入の支出について
7,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計購入の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンズフリー拡声器　購入の支出について
40,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
42,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触式体温計　外　購入の支出について
57,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 　除菌ウエットティッシュの購入の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール　外　購入の支出について
326,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 衝立て　外　購入の支出について
103,829

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドソープ購入の支出について
61,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 　オンライン学習用Ｗｅｂカメラ購入の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シリンダー栓錠購入の支出について
20,526

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外　購入の支出について
95,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け時計（直径３５ｃｍ）購入の支出について
12,980
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 食器用洗剤外の購入の支出について
115,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パウチラミネーター　購入の支出について
13,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
89,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
556,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームベスト購入の支出について
74,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大型扇風機　外　購入の支出について
52,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリント作成ソフト外の購入の支出について
36,751

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル外購入の支出について
293,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　他　購入の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス　外　購入の支出について
15,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 救急カバン外購入の支出について
20,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（ＰＣ端末用）　購入の支出について
43,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てマスク購入の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
16,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ネット　外　購入の支出について
51,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ外　購入の支出について
33,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇　購入の支出について
81,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラの購入の支出について
65,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外購入の支出について
85,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
192,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 抗菌用スリッパ購入の支出について
39,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙他購入の支出について
47,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 経口補水液　購入の支出について
61,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
42,471

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
456,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 オンライン学習用ｗｅｂカメラ　購入の支出について
70,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 不透明水性マーカー外購入の支出について
32,291

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー白購入の支出について
17,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 特厚ポリ袋ほか購入の支出について
181,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石けん（ハンドソープ）他　購入の支出について
37,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板　外　購入の支出について
50,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 食品添加物アルコール製剤　購入の支出について
36,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチック段ボール　他　購入の支出について
9,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＡＮケーブル購入の支出について
26,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミング学習ロボ　外　購入の支出について
17,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 問題集「大阪府公立高校入試」外購入の支出について
22,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 総合学習教材購入の支出について
289,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大型扇風機購入の支出について
230,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ（１５台）購入の支出について
45,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
101,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット三脚スタンド　外　購入の支出について
32,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＬＡフィラメント　外購入の支出について
86,961

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布用スタンプ台　外　購入の支出について
52,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
19,149

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
273,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
39,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 豆電球　外　購入の支出について
80,702
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
39,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フェルト　外　購入の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒アルコール外購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
234,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ　購入の支出について
60,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 速乾性手指消毒剤　購入の支出について
54,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
58,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 固形せっけん外購入の支出について
105,391

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール外購入の支出について
330,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トランペット外の修理の支出について
54,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 エアコン修理の支出について
13,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 プールフロア―外運搬料の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 側溝・会所清掃作業業務委託の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布にかかる業務委託の支出について
176,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 スズメバチの巣の駆除の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 ガスヒーポン室内機分解洗浄業務委託の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 製氷機の購入の支出について
399,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー外１点の購入の支出について
256,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
187,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型扇風機　外　購入の支出について
242,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全自動高圧蒸気滅菌器の購入の支出について
299,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント購入の支出について
272,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 製氷機　購入の支出について
216,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーテーション　購入の支出について
120,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「スキップ」　外　購入の支出について
144,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「天使のにもつ」外購入の支出について
312,983

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火防災管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科　講師謝礼金（９月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 炊飯器他購入の支出について
36,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
63,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤカード外　購入の支出について
16,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クッキングペーパー（消毒用）　他　購入の支出について
60,797

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 飛沫感染防止用ビニールシート　購入の支出について
36,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ドライワイパー他購入の支出について
58,179

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スポットクーラー外　購入の支出について
259,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　他　購入の支出について
90,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 副教材『新版機械実習１』他　購入の支出について
23,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 薙刀衣購入の支出について
31,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外購入の支出について
41,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外購入の支出について
136,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 扇風機　購入の支出について
58,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 産業教育関係執務提要追録　購入の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
19,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシート　外　購入の支出について
59,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
101,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
123,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計購入の支出について
26,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 行事用効果音ＣＤ　外　購入の支出について
24,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 シュレッダー修理の支出について
39,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 製氷機修理の支出について
65,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 グラフィックデザイン検定　検定料の支出について
35,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 廃棄物収集運搬処理業務委託（臨時）の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ３密対策用スポットクーラー購入の支出について
291,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー外　購入の支出について
139,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 学習園給水管漏水補修工事の支出について
78,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂照明等取替及び天井補修工事の支出について
268,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損窓ガラス取換補修工事の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＦＩＸ窓ガラス入替工事の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４階女子トイレ天井漏水補修工事の支出について
187,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 普通教室用空調設備補修工事の支出について
507,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関電気錠取替補修工事の支出について
207,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え工事の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東校舎２階教室　外　漏水補修工事の支出について
478,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多目的室天井照明補修工事の支出について
124,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 バスケットボールコートライン補修工事の支出について
367,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場整地工事の支出について
493,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 理科室網戸新設改修工事の支出について
125,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 校庭整備人工芝設置工事の支出について
324,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ購入の支出について
229,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタルミキサー購入の支出について
152,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 拡大機　購入の支出について
322,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタルタイマー外購入の支出について
125,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機　購入の支出について
332,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ハンディータイマー　購入の支出について
62,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プリンター　購入の支出について
69,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用テント外購入の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用飛沫防止透明パーテーション購入の支出について
28,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 板ダンボール　購入の支出について
8,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用パルスオキシメーター購入の支出について
15,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用オートクレーブ他購入の支出について
5,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用カーテン購入の支出について
8,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用非接触温度計外１件購入の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 伸縮式電動テント屋根修繕工事の支出について
341,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 園内樹木の薬剤散布業務委託の支出について
20,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育にかかる引率教職員入館料（１０／１３）の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 コロナ対策用テント外購入の支出について
138,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 コロナ対策用テント一式購入の支出について
113,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 コロナ対策用オートクレーブ他購入の支出について
235,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスアンプ購入の支出について
129,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 液晶テレビ　外購入の支出について
39,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 放課後学習用ドリル　各種購入の支出について
113,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン外２点の購入の支出について
69,470
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 発表ボード　購入の支出について
80,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教材「子どもの問いからはじまる授業！」外購入の支出について
14,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　購入の支出について
222,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン購入の支出について
137,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 中学英単語をひとつひとつわかりやすく　他　購入の支出について
35,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 多目的プレート　購入の支出について
20,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレット端末　外　購入の支出について
148,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタルドリル購入の支出について
185,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 大型立体模型ほか購入の支出について
211,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ビーカー外購入の支出について
269,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 液晶ディスプレイ外１点の購入の支出について
146,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ　外購入の支出について
60,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耳鏡外購入の支出について
296,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計外購入の支出について
274,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミング教材購入の支出について
134,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自動水栓購入の支出について
36,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 敷きパッド　外　購入の支出について
15,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニキーボードの購入の支出について
159,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
43,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤　購入の支出について
171,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙　外購入の支出について
62,077

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレットＰＣ用ドリル教材（国語・算数）購入の支出について
229,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 固形石けん　外購入の支出について
102,639

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯洗剤　外の購入にかかる支出について
54,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ロッカー購入の支出について
28,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石けん　他　購入の支出について
99,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＴ粘土外購入の支出について
46,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発酵牛ふん外購入の支出について
42,517

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 補修用鍵　購入の支出について
29,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書の購入の支出について
23,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 せっけん外購入の支出について
79,557

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ外購入の支出について
49,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リビング用洗剤外購入の支出について
20,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
93,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸液購入の支出について
38,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「深い学び」外購入の支出について
28,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ外購入の支出について
39,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 温湿度計外購入の支出について
160,217

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書（国語・１年）外　の購入の支出について
30,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プライヤー　外購入の支出について
46,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サーキュレーター購入の支出について
95,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームジャケット購入の支出について
98,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ　外　購入の支出について
63,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸　外　購入の支出について
398,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書購入の支出について
96,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡　購入の支出について
207,900
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸液外購入の支出について
92,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液　他　購入の支出について
44,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防水防塵デジタル秤他購入の支出について
41,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タッカ用ステープル　外　購入の支出について
35,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板　外　購入の支出について
27,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー　購入の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パルスオキシメータ購入の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レピータ用延長ドラム　購入の支出について
30,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー購入（１０／１２）の支出について
1,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアマットの購入の支出について
92,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり　購入の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水栓レバーハンドル購入の支出について
180,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機インク外購入の支出について
65,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外購入の支出について
57,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 柵棒５本入　外の購入の支出について
38,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ロングレバーハンドル　購入の支出について
178,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリルパーテーション　外　購入の支出について
271,609

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 飛沫防止透明板購入の支出について
340,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリップボード外購入の支出について
102,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折りたたみ式ベット外購入の支出について
158,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校手洗い石けん外購入の支出について
156,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
95,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール　購入の支出について
127,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチック手袋　外　購入の支出について
19,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
51,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸購入の支出について
137,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「国語習熟プリント１年生」外購入の支出について
255,057

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 扇風機　購入の支出について
68,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリルパーテーション　購入の支出について
114,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テレビ　購入の支出について
34,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
21,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ外　購入の支出について
78,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マラカス外購入の支出について
28,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スキャネットシート購入の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 学校南門付近床面補修工事の支出について
159,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室扉ガラス入替工事の支出について
14,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室蛇口漏水補修工事の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 室内機修理の支出について
2,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
34,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　固定釜修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室空調室外機修理の支出について
107,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
28,971

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 室内機　修繕の支出について
110,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室照明修理の支出について
31,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 林間学習にかかる緊急タクシー代の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断に伴う入学関係書類郵送料の支出について
20,880
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／１３）の支出について
6,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１０／１２）の支出について
24,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健診関係書類一括送付に伴う郵便切手購入の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １年秋の遠足（１０／１３）児童交通費の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 エアコン廃棄に伴う収集運搬料及びリサイクル料の支出について
1,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 エアコン廃棄に伴う収集運搬料及びリサイクル料の支出について
990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃業務委託の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去業務委託の支出について
84,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ビデオカメラ外購入の支出について
69,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーテーションホワイトボード購入の支出について
69,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
95,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ外　購入の支出について
121,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機　購入の支出について
396,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ外購入の支出について
170,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター購入の支出について
218,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「そらいろのたね」外購入の支出について
190,173

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「おかえし」他購入の支出について
187,841

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育　伐木チェーンソー受講料の支出について
23,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル温湿度計購入の支出について
30,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フレキシブルクリーナー　外　購入の支出について
16,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 飛沫感染防止用パネル　購入の支出について
61,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 経口補水液　外購入の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 透明マスク　購入の支出について
36,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計外購入の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用手袋外購入の支出について
214,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 次亜塩素酸ナトリウム　購入の支出について
7,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチックカッター外購入の支出について
33,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 殺菌消毒剤　の購入の支出について
7,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バンダナ外購入の支出について
28,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール　外購入の支出について
78,617

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 視聴覚教材ＤＶＤ「世界の諸地域」外購入の支出について
295,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
42,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤購入の支出について
35,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石鹸　外　購入の支出について
270,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール液購入の支出について
34,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テニスボール外購入の支出について
61,589

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エンボス手袋　他　購入の支出について
22,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液容器　外　購入の支出について
95,893

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付Ｗｅｂカメラ　購入の支出について
55,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
89,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ外購入の支出について
81,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
391,281

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジたわし　外　購入の支出について
48,103

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
132,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
42,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール外購入の支出について
106,689

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙皿　他購入の支出について
35,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙コップ外購入の支出について
254,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターホン修理の支出について
53,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行に伴う付添職員入場料（１０月１４日）の支出について
66,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラー購入の支出について
382,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 非接触型体温計外購入の支出について
148,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「みんなの日本語初級２」外の購入の支出について
278,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トーション　ほか　購入の支出について
39,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 無線ルーター２６台購入の支出について
306,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液　他　購入の支出について
64,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 硫酸アンモニウム　外購入の支出について
23,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 　消毒用アルコール　ほか　購入の支出について
90,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 液体せっけん　外　購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり　購入の支出について
132,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外運動場使用料（１０／１２）の支出について
69,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 側溝補修工事の支出について
180,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内スピーカー配線補修工事の支出について
393,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 分電盤取替工事の支出について
157,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火ポンプ室　消火配管修繕工事の支出について
177,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食調理室給湯ボイラー取替え工事の支出について
926,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎３階廊下漏水補修工事の支出について
79,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東館２階手洗い給水管漏水補修工事の支出について
34,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４階ＥＶホール前外廊下漏水補修工事の支出について
748,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎１階天井水切り取替工事の支出について
52,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールサイド床シート補修工事の支出について
693,319

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 普通教室ＬＥＤ照明取替補修工事の支出について
978,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室水栓漏水修繕工事の支出について
53,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替補修工事の支出について
59,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 網戸新設工事の支出について
36,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ハンディ―型サーモグラフィー購入の支出について
111,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スライド丸鋸　外　購入の支出について
121,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ミスト購入の支出について
129,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 紙折機購入の支出について
348,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 集会テント購入の支出について
99,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 エアコン　購入の支出について
121,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 拡大機　購入の支出について
330,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 両面テープ外購入の支出について
65,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 セロテープ他の購入の支出について
13,501

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 防災頭巾大人用外購入の支出について
79,554

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
7,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
12,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
3,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
8,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ケント紙（四つ切　あお）外１７件の購入の支出について
21,098
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
19,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
8,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用ビニール生地の購入の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用　デジタルカメラ購入の支出について
27,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉄棒補助パッド　外購入の支出について
3,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用非接触型体温計外の購入の支出について
29,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
13,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用ビニールシート外購入の支出について
79,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
28,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
18,018

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用　非接触型体温計外購入の支出について
64,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
13,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 絵本購入の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ステップカラーラバーリング購入の支出について
35,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ホワイトボード外　購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
12,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
63,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
32,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 大型液晶テレビ　外購入の支出について
105,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 社会習熟プリント外購入の支出について
11,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
74,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
130,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 書画カメラ　外　購入の支出について
344,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
61,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル、外　購入の支出について
398,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ミニホワイトボード外購入の支出について
148,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学習教材購入の支出について
50,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 スピーカーフォン購入の支出について
43,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プリント収納棚　外　購入の支出について
113,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
55,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
7,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 国語ドリル購入の支出について
8,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
51,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 大型液晶テレビ　外購入の支出について
35,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 国語辞典　外　購入の支出について
136,263

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 コーナーポスト外購入の支出について
70,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　購入の支出について
3,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 大型液晶テレビ　外購入の支出について
339,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 ミニホワイトボード外購入の支出について
169,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ外購入の支出について
238,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 大型液晶テレビ　外購入の支出について
113,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
12,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
97,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット　外　購入の支出について
36,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
24,090
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 乾電池ほか購入の支出について
46,162

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
221,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
96,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
11,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 英検全問題集外購入の支出について
70,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机・椅子・天板　購入の支出について
4,717,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更衣ロッカーの購入の支出について
38,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
117,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土購入の支出について
34,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 経口補水ゼリーほか購入の支出について
83,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机・椅子・天板　購入の支出について
2,784,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルクリップ外購入の支出について
106,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール袋　外　購入の支出について
37,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
10,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペダル式アルコール噴霧スタンド　購入の支出について
17,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 共同製作えのぐ　外　購入の支出について
34,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
972,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームベスト　の購入の支出について
183,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「あたらしいこくご一上」外購入の支出について
79,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウェブカメラ外の購入の支出について
40,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水切ワイパー　外　購入の支出について
27,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　外の支出について
198,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘着包帯外購入の支出について
48,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリルパーティション　購入の支出について
9,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 下塗り材　外　購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーテスト１年国語　２学期用　外　購入の支出について
201,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リトマス試験紙外購入の支出について
38,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸　外　購入の支出について
323,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外購入の支出について
80,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土外購入の支出について
25,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特大旗外購入の支出について
67,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他購入の支出について
29,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 経口補水液　購入の支出について
9,097

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土外の購入の支出について
44,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
65,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸　購入の支出について
119,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 不織布ロール　外　購入の支出について
20,273

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外　購入の支出について
41,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット購入の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折り畳みベッド　外購入の支出について
181,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
128,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インパクトドライバー外購入の支出について
115,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鋸替刃外購入の支出について
20,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 毛糸　外購入の支出について
77,239

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（塩化マグネシウム）外購入の支出について
225,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
52,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外購入の支出について
82,665
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
331,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
25,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用網戸購入の支出について
301,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根外購入の支出について
31,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
578,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパクト型蛍光ランプ　購入の支出について
9,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スズランテープ　外３点　購入の支出について
18,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
861,289

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布団セット外購入の支出について
180,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角カスト外購入の支出について
60,687

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 経口補水液　外購入の支出について
5,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
35,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
78,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きｗｅｂカメラ　外　購入の支出について
89,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸購入の支出について
289,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 足踏み消毒ポンプスタンド　外　購入の支出について
32,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つやだしニス　外　購入の支出について
128,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
210,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外　購入の支出について
63,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用エタノール含浸不織布ガーゼ　外購入の支出について
56,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　他購入の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体せっけんほか　購入の支出について
93,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
16,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 廃トナーボックス　外　購入の支出について
63,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
50,551

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット外の購入の支出について
41,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
421,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自動水栓購入の支出について
30,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ディスクタッチペン　購入の支出について
23,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
637,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋　外購入の支出について
44,231

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
308,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工作用フェルト１８色セット外４点購入の支出について
43,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
1,281,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易ベッド　外　購入の支出について
387,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台付モーター外購入の支出について
28,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
38,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カウンタークロス外購入の支出について
37,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 二酸化炭素発生剤購入の支出について
57,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 家庭用ＴＶ接続ケーブル購入の支出について
24,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
316,602

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
570,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸外購入の支出について
117,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洋形封筒外の購入の支出について
7,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机・椅子・天板　購入の支出について
3,975,620
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
283,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　外購入の支出について
67,881

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
640,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール机　外の購入の支出について
148,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液　外　購入の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子辞書・外部接続器外購入の支出について
91,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡購入の支出について
104,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　購入の支出について
19,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根ほか　購入の支出について
28,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄棒補助パッド　外購入の支出について
15,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大型液晶テレビ　外購入の支出について
35,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きウェブカメラほか購入の支出について
81,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
12,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
36,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙芝居「ちっちゃいこえ」外購入の支出について
8,613

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスカセット外購入の支出について
126,281

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
125,411

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＡＮケーブル外購入の支出について
154,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パウチラミネーター　購入の支出について
26,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
125,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポンポン　外の購入にかかる支出について
51,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
414,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台所用漂白剤他購入の支出について
193,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机・椅子・天板　購入の支出について
4,370,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 手洗い場ブロック補修工事の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 固定釜ガス栓取替工事の支出について
12,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南館１階男子トイレタンク補修工事の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育倉庫シャッター補修工事の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転窯　修理の支出について
110,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
26,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スプリンクラー修理の支出について
162,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 液晶テレビ修理の支出について
4,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 多機能コードレス電話機修理の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理回転釜修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 コードレス電話修理の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
55,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子オルガン修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 図書室　空調修繕の支出について
12,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス湯沸かし器修理の支出について
136,147

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン１８台分の点検・修理の支出について
48,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 授業用パソコン修理の支出について
69,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機　修理の支出について
41,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　固定釜修理の支出について
33,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
78,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／１４）の支出について
27,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年秋の遠足に係る児童交通費の支出について
14,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断用書類送付用切手購入の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学にかかる児童交通費（１０／１４）の支出について
25,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習における交通費及び入館料（１０／１４）の支出について
15,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 自然体験学習にかかる児童交通費・施設入場料の支出について
64,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／１４）の支出について
12,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年秋の遠足児童交通費（１０／１４）の支出について
24,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 運動場マーク設置作業の支出について
275,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除　業務委託の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 室内機分解洗浄の支出について
110,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布　業務委託の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
107,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ＧＨＰ室内機補修高圧薬品洗浄業務委託の支出について
202,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
52,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場苦汁散布作業　業務委託の支出について
145,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習における交通費及び入館料（１０／１４）の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ＷｉＦｉルーターレンタルの支出について
6,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 自然体験学習にかかる児童交通費・施設入場料の支出について
81,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 布団セット外購入の支出について
68,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 角カスト外購入の支出について
73,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書室用パソコン購入の支出について
150,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー　購入の支出について
327,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント購入の支出について
336,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
362,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全自動高圧蒸気滅菌器の購入の支出について
319,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型液晶テレビ　外購入の支出について
113,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 洗濯乾燥機　購入の支出について
214,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＬＡＮケーブル外購入の支出について
186,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「妖怪横丁」外　購入の支出について
135,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書購入の支出について
154,107

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「あやしの保健室」外　購入の支出について
128,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「なにをかこうかな」外購入の支出について
270,361

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「みらいのえんそく」外購入の支出について
300,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 書館用図書「もっと！へんな生き物ずかん」他購入の支出について
324,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
130,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
58,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
273,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
185,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリルパーテーション外購入の支出について
267,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
130,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
23,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
376,420
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
19,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
274,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
1,006,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレットペン用替芯　外購入の支出について
52,577

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
539,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 イラストボード外の購入の支出について
136,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
120,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
128,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パーテーション　購入の支出について
254,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
24,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ３０ｃｍ定規外購入の支出について
61,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
230,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カメラ付きＷｅｂカメラ購入の支出について
52,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄棒補助パッド　外購入の支出について
28,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄棒補助パッド　外購入の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
105,138

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ピアノカバー購入の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙ひも　外　購入の支出について
62,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 扇風機　外　購入の支出について
336,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
120,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷＥＢカメラ購入の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオカセットレコーダー購入の支出について
17,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
75,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机・椅子・天板　購入の支出について
3,797,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
50,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メラミンスポンジ　他　の購入の支出について
56,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
84,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
208,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球用レガース　外　購入の支出について
29,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
343,629

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机・椅子・天板　購入の支出について
3,555,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 赤ちゃん人形　購入の支出について
16,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機インク　外　購入の支出について
259,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付Ｗｅｂカメラ　購入の支出について
75,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
167,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
72,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇　購入の支出について
112,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 変換ケーブルの購入の支出について
54,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
154,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
52,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 透明パーテーション大　外　購入の支出について
112,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 透明マスク　外購入の支出について
20,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メラミンスポンジ外購入の支出について
66,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
613,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 たすき　外購入の支出について
180,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ外購入の支出について
102,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てガウン外の購入の支出について
14,685
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインカ―購入の支出について
51,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 オートソープディスペンサー購入の支出について
96,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机・椅子・天板　購入の支出について
2,417,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 折りたたみ式ベッド　購入の支出について
29,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 松やに　他１５点購入の支出について
185,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール　購入の支出について
27,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
43,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール　外購入の支出について
91,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版原紙外購入の支出について
75,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用培養土外の購入の支出について
14,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
54,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　外の購入の支出について
220,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マスクフレーム　購入の支出について
51,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　購入の支出について
3,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 氷のう　外　購入の支出について
23,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「大阪府公立高等学校　過去問」外　購入の支出について
21,289

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
82,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マウスピース　外　購入の支出について
27,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外購入の支出について
15,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
310,343

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター購入の支出について
139,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エアーコンプレッサー外購入の支出について
39,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サーキュレーター　外　購入の支出について
8,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机・椅子・天板　購入の支出について
3,189,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 吊り戸補修工事の支出について
43,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 黒板用粉受取替補修工事の支出について
181,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調機修理の支出について
110,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 給湯器修理の支出について
5,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット修理の支出について
44,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送機器　修理の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ３年生実用英語技能検定受験にかかる検定料の支出について
561,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 金庫開錠作業手数料の支出について
134,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 アシナガバチ駆除作業業務委託の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ借入の支出について
9,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行にかかる入場料（１０／１４～１６）の支出について
1,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント購入の支出について
310,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 透明パーテーション大　外　購入の支出について
145,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 窓用エアコン　外の購入の支出について
229,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー　購入の支出について
338,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 折りたたみ式ベッド　購入の支出について
99,583

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「天使のにもつ」外購入の支出について
90,873

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「首里の馬」　外の購入の支出について
275,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
21,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ他購入の支出について
180,367
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
30,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ゼムクリップ　他　購入の支出について
28,809

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
69,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
20,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液　購入の支出について
10,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
35,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
18,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 液体せっけん　外　購入の支出について
19,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 　消毒用アルコール　購入の支出について
6,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
130,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
24,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
65,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
77,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スワニーマット　購入の支出について
13,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机・椅子・天板　購入の支出について
544,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒出席簿　　製造請負の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机・椅子・天板　購入の支出について
108,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
7,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除用洗剤　ほか　購入の支出について
51,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
23,331

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
51,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 セラミック発振子　他　購入の支出について
12,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 埋込スイッチ　他　購入の支出について
64,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机・椅子・天板　購入の支出について
1,454,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
159,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
143,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 定教室窓ガラス補修工事の支出について
5,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 旋盤機械修理の支出について
62,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 短焦点プロジェクター　購入の支出について
543,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ふつうをつくる」　他　購入の支出について
301,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 事務室裏排水管漏水補修工事の支出について
84,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館３階１－１教室雨漏り補修工事の支出について
198,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具補修工事の支出について
93,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上プール棟揚水配管漏水補修工事の支出について
924,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室ガスかまど不具合補修工事の支出について
137,577

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 配線工事代の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給食室回転窯取替工事の支出について
497,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 跳び箱　購入の支出について
54,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント　購入の支出について
236,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 テント　購入の支出について
118,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタルタイマー　購入の支出について
85,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 子供用車椅子購入の支出について
56,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 細断機（シュレッダー）　購入の支出について
159,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 グロッケンシュピール外購入の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 充電式震動ドライバドリル購入の支出について
49,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　カラープリンター　購入の支出について
154,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用ホワイトボード外の購入の支出について
36,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 上質紙外購入の支出について
45,827

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 漢字学習ノート・１年　外　の購入の支出について
110,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ジャンピングボード購入の支出について
72,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プログラミングロボット　外購入の支出について
238,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 図書「授業づくりの深め方」外購入の支出について
7,187

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学習アプリ「Ｊスマイルドリル」　購入の支出について
339,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 ロボット実践「プログラミング教室」業務委託の支出について
198,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調服ベスト外の購入の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　外　購入の支出について
310,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書（後期用）購入の支出について
274,031

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計外購入の支出について
102,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　他　購入の支出について
49,289

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 万能バネ付トング外　購入の支出について
62,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キャスター付スタンド購入の支出について
32,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「算数２下板書ブック」外購入の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 飛沫感染防止用アクリル板　購入の支出について
127,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ろ紙　他　購入の支出について
127,053

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アンケートシート　買入の支出について
32,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計　外購入の支出について
27,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外購入の支出について
31,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習用ホワイトボード　購入の支出について
57,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外購入の支出について
38,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＷＥＢカメラ購入の支出について
107,773

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ手袋他購入の支出について
49,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール　購入の支出について
16,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スピーカー・アンプ内蔵型マイク外購入の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却ベスト　外　購入の支出について
49,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計外購入の支出について
243,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保存用ポリ袋外購入の支出について
11,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 綿棒　外　購入の支出について
40,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴールウエイト用砂袋　外　購入の支出について
6,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 暗幕　外　購入の支出について
116,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 首掛け扇風機　購入の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷＥＢカメラの購入の支出について
27,269

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡　外購入の支出について
262,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外　購入の支出について
32,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付Ｗｅｂカメラ　外　の購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け扇風機　購入の支出について
133,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外購入の支出について
41,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 充電式生垣バリカン修理の支出について
8,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 グラウンドスピーカーの修理の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 業務用屋外冷蔵庫修理の支出について
24,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習（１０／１５）にかかる児童交通費の支出について
20,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年秋の遠足に係る児童交通費の支出について
18,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断にかかる問診票等の送料の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断の書類送付に伴う郵便切手購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる交通費及び拝観料（１０／１５）の支出について
27,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １年体験学習（１０／１５）の児童交通費の支出について
22,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除・除草　業務委託の支出について
112,833

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 教室床清掃およびワックスがけ作業業務委託の支出について
115,417

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる交通費及び拝観料（１０／１５）の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーテーション　購入の支出について
167,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子体温計　外購入の支出について
141,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ゴールウエイト用砂袋　外　購入の支出について
52,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー　購入の支出について
170,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「仕事のくふう見つけたよ」外購入の支出について
264,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 チェーンソーによる伐木等の特別教育受講料の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡　外　購入の支出について
239,371

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用液体洗剤　外　購入の支出について
228,761

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール殺菌消毒剤　購入の支出について
154,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール製オープン書庫外購入の支出について
44,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計の購入の支出について
179,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル外購入の支出について
108,889

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアマウスシールド外購入の支出について
298,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け扇風機購入の支出について
224,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 空間用虫よけスプレー外購入の支出について
97,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き　購入の支出について
52,437

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 　除菌用アルコール外購入の支出について
233,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机外　購入の支出について
348,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付Ｗｅｂカメラ　外　の購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
114,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外購入の支出について
39,567

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水溶性スクリーン絵具外購入の支出について
163,443

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 土　外　購入の支出について
26,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 エアコンリサイクル料金・収集運搬料金の支出について
4,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 エアコンリサイクル料金・収集運搬料金の支出について
3,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ機器借上げの支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
240,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 メッシュＷｉ―Ｆｉルーター　買入の支出について
116,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計購入の支出について
24,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカー他購入の支出について
48,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クーラーボックス　外　購入の支出について
48,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 無線ＬＡＮルーター　購入の支出について
264,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付Ｗｅｂカメラ　購入の支出について
132,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校体験入学要綱送付用郵便料（１０／１４）の支出について
46,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ３Ｄプリンター他の購入の支出について
164,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 インパクトドライバ　購入の支出について
42,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 コードレスクリーナー購入の支出について
108,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 花苗　外　購入の支出について
26,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
63,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＣＤプレーヤーほかの購入の支出について
49,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用ハンドソープ泡タイプ　外の購入の支出について
45,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 食品添加物エタノール製剤　　購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 バランスボールの購入の支出について
16,615
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 食品添加物アルコール製剤　購入の支出について
17,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ２階職員室園内放送マイク設備補修工事の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 コロナ対策用テントの購入の支出について
129,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 三密対策用アルミテントの購入の支出について
143,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 コロナ対策用メッシュテントの購入の支出について
143,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 コロナ対策用スポットエアコンの購入の支出について
102,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 総合的な学習の時間研修会にかかる講師謝礼の支出について
16,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 公開授業に伴う講師謝礼の支出について
24,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別授業「レクリエーション」に係る講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 授業研究会にかかる講師謝礼金の支出について
19,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 カウンセリング及び発達相談アドバイスに係る謝礼の支出について
90,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＩＣＴ活用授業にかかる講師料の支出について
10,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 プログラミング校内研修にかかる講師謝礼金の支出について
54,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＩＣＴ活用授業にかかる講師料の支出について
10,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校改革Ｐ会議にかかる講師謝礼（９／２５分）の支出について
21,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 母語支援員による日本語指導等の謝礼金の支出について
56,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別授業「レクリエーション」に係る講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 社会科授業検討会にかかる講師謝礼金の支出について
12,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 さんすうタイル外購入の支出について
56,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ外購入の支出について
252,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 発表ボード購入の支出について
115,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 間仕切り板購入の支出について
133,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 両面色違模造紙　外　購入の支出について
59,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 発表ボード購入の支出について
205,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ホワイトボード用マーカー外購入の支出について
36,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ヘッドセット　購入の支出について
102,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学習プリント「算数習熟プリント１年」外購入の支出について
65,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 パーテーション外購入の支出について
342,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ　購入の支出について
332,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　購入の支出について
72,971

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ９月分実習講師謝礼の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 眼科検診医師謝礼金の支出について
18,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ９月分実習講師謝礼の支出について
25,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　備品修繕料 ＰＣ修理の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ＩＣＴ活用授業にかかる講師料の支出について
10,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 南田辺コンサートにかかる講師謝礼金の支出について
16,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 南田辺コンサートにかかる講師謝礼金の支出について
16,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活指導校内研修会にかかる講師謝礼金の支出について
6,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年人権教育学習にかかる講師謝礼（９／３０分）の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 戦争体験講話にかかる講師謝礼金の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 修学旅行行事における看護師招聘にかかる謝礼金の支出について
34,563

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 南田辺コンサートにかかる講師謝礼金の支出について
16,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 １．２年外国語学習にかかる講師謝礼金の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年自然教室付添指導員謝礼の支出について
18,093

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼の支出について
5,000



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 南田辺コンサートにかかる講師謝礼金の支出について
16,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 研究研修会にかかる講師謝礼金の支出について
26,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国民族学習（６年）講師謝礼金の支出について
9,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育出前授業にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算にかかる英語教育講師謝礼金の支出について
33,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語学習にかかる講師謝礼金の支出について
34,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 児童への実技指導（理科）にかかる講師謝礼の支出について
13,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校図書館利用における指導助言にかかる謝礼金の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年人権教育学習にかかる講師謝礼（９／３０分）の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動にかかる講師謝礼金（９月分）の支出について
29,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 南田辺コンサートにかかる講師謝礼金の支出について
16,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年修学旅行付添看護師にかかる報償金の支出について
36,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 読書教材「ともだちや」外購入の支出について
18,889

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ５年和菓子食育体験にかかる材料費の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタの購入の支出について
36,278

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
130,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　外の購入の支出について
54,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外購入の支出について
90,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機用替刃セット　購入の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
4,067

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
129,591

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カメラ他の購入の支出について
49,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
10,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 飛沫感染防止用パーテーション購入の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験用ミニコンロ外購入の支出について
36,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニトリルゴム手袋　購入の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
23,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーＰＰＣ用紙他購入の支出について
29,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリルパーテーション　外　購入の支出について
310,031

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 固形石鹸　他購入の支出について
15,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バラ回転コート掛外購入の支出について
42,526

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 人工芝　外　購入の支出について
53,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
21,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 草刈機外購入の支出について
42,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式ファンジャッケット　外　購入の支出について
43,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料、外購入の支出について
131,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 集成材他購入の支出について
35,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 玉入れ玉の購入の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 綴紐外購入の支出について
43,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー　購入の支出について
27,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 経口補水液　購入の支出について
3,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸　購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール　他　購入の支出について
118,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラほか購入の支出について
41,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字用半紙　外　購入の支出について
128,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外購入の支出について
141,372



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷＥＢカメラ購入　外の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外　購入の支出について
149,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンテ　他購入の支出について
93,945

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
58,311

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外購入の支出について
56,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更衣ロッカー外購入の支出について
69,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用塩酸外購入の支出について
39,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土　外購入の支出について
36,481

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸　購入の支出について
394,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小便器自動洗浄器　購入の支出について
220,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校図書館用ソフト　購入の支出について
84,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット　購入の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　外　購入の支出について
58,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛扇風機　購入の支出について
30,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 乾電池　外購入の支出について
11,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ　外購入の支出について
50,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
41,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
96,323

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ　外　購入の支出について
69,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 きず薬　購入の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボール（ティーボール用）購入の支出について
15,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ　外購入の支出について
34,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腰巻外購入の支出について
145,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験学習（生け花）実施に伴う花束購入の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版一体型印刷機インク外購入の支出について
31,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
195,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
35,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階廊下天井配管塗装工事の支出について
196,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室引違戸鍵補修工事の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
21,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋上旗ポールロープ取替え工事の支出について
27,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
10,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場手洗い場テント屋根補修工事の支出について
165,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓側ガラス割替補修工事の支出について
18,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 池ポンプ配線補修工事の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
5,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
33,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
33,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修繕の支出について
28,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 授業用パソコン修理の支出について
22,779

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
48,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 液晶テレビ修理の支出について
24,409

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年民族博物館見学交通費等（１０／１６）の支出について
30,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 自然体験学習にかかる児童交通費（１０／１６）の支出について
20,280
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年体験学習（１０／１６）にかかる児童交通費の支出について
12,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習（１０／１６）にかかるの交通費他の支出について
10,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 入学関係書類送付に伴う郵便切手購入の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／１６）の支出について
29,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費の支出について
18,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１０／１６）の支出について
21,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 資料送付にかかる郵送料（１０／１５）の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年秋の遠足に係る児童交通費の支出について
13,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 保護者宛文書送付に伴う郵便切手購入（１０／１５の支出について
12,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃業務委託の支出について
103,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎屋上清掃業務委託の支出について
77,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木の防虫作業業務委託の支出について
82,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
43,549

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 グランド除草作業業務委託の支出について
176,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
65,989

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去清掃作業業務委託の支出について
199,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年民族博物館見学交通費等（１０／１６）の支出について
3,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 スポーツ大会開催にかかる会場等使用料の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習（１０／１６）にかかるの交通費他の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テレビ　購入の支出について
268,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 サーマルカメラ　購入の支出について
313,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 消毒用アルコール　他　購入の支出について
224,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ハンカチともだち」外の購入の支出について
75,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ピタのいす」外購入の支出について
327,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 一泊移住にかかる看護師謝礼金の支出について
29,809

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「英・数学力向上講習会」にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「英・数学力向上講習会」にかかる講師謝礼金の支出について
1,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 福祉学習講演会講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部への楽器実技指導講師謝礼金の支出について
10,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「英・数学力向上講習会」にかかる講師謝礼金の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電池外　購入の支出について
50,909

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤外購入の支出について
124,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外購入の支出について
55,713

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 真鍮丸釘　外　購入の支出について
76,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンデンサーマイク購入の支出について
57,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコールジェル購入の支出について
14,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
73,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ外購入の支出について
43,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　他　購入の支出について
56,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
50,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外　購入の支出について
39,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てマスクの購入（１０／１５）の支出について
2,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きｗｅｂカメラ　購入の支出について
45,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スプレーボトル外　購入の支出について
317,103

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤外購入の支出について
34,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール入れ外購入の支出について
75,669

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
31,108
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
19,437

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
47,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 墨液外購入の支出について
74,417

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺外購入の支出について
52,993

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
34,303

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石けん液購入の支出について
385,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハチマキ外購入の支出について
187,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
108,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 耳鏡　外　購入の支出について
251,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
39,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール外購入の支出について
91,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場旗ポール・操作ロープ修理工事の支出について
58,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室照明器具補修工事の支出について
46,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 格技室ガラス割替工事の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピッコロ修理外の支出について
99,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年校外学習に係る参加生徒交通費（１０／１６の支出について
96,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 運動場にがり散布業務委託の支出について
330,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「五年後に」外　購入の支出について
289,823

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「栄養素キャラクター図鑑」外購入の支出について
216,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 大学入試過去問題集購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 「問答式　学校事故の法律実務」追録　購入の支出について
8,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
15,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クッキングスケール他購入の支出について
35,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
32,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホルン　修理の支出について
15,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 体育祭用物品運搬の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室エアコン補修工事の支出について
38,379

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎外壁竪樋破損部漏水補修工事の支出について
122,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内放送システム補修工事の支出について
298,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２－２教室空調機修繕工事の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎三階廊下壁外漏水補修工事の支出について
298,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館照明器具取替工事の支出について
397,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス取替の支出について
15,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３－４教室空調機修繕工事の支出について
12,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え補修工事の支出について
7,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西門フェンス門扉入替補修工事の支出について
478,093

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 夜間普通教室空調機（ＥＨＰ）整備工事の支出について
825,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 本館４階美術室の電力増量工事の支出について
104,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント購入の支出について
322,509

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 気化式加湿器購入の支出について
113,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 棒高跳ポール　購入の支出について
87,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン購入の支出について
80,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 アコーディオン購入の支出について
201,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸　外　購入の支出について
27,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 セメント他購入の支出について
32,978
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 体操リング外の購入の支出について
29,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ファックス複合機　購入の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用　パルスオキシメーターの購入の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク購入の支出について
34,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸　外　購入の支出について
42,771

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 サーキュレーター　外購入の支出について
173,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワックスモップ他の購入の支出について
20,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 手指消毒液　外購入の支出について
76,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 小旗の購入の支出について
5,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 ガス使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,146,013

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 誘導灯本体取替工事の支出について
129,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 樹木害虫駆除業務委託の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 コロナ対策用加湿空気清浄器購入の支出について
100,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 コロナ対策用テント購入の支出について
156,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 コロナ対策用ワンタッチテント購入の支出について
141,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 支援事業　　国語辞典の購入にかかる支出について
254,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 初級算数習熟プリントほか購入の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 国語習熟プリント５年　外　購入の支出について
6,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ノート黒板購入の支出について
236,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ファイル　外　購入の支出について
31,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 百人一首外購入の支出について
282,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 まるごと読解力文学作品１年　他購入の支出について
22,869

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プログラミングロボット　購入の支出について
165,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　外購入の支出について
123,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 国語習熟プリント１年　外　購入の支出について
8,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ライティングレール　他の購入の支出について
48,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語授業指導にかかる講師謝礼金の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語授業指導にかかる講師謝礼金の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語授業指導にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール外購入の支出について
193,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冬芝用種子　外購入の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板　購入の支出について
133,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生垣バリカン　外の購入の支出について
41,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ろ紙外購入の支出について
79,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外の購入の支出について
206,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き購入の支出について
20,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土購入の支出について
1,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスライサー用上ベルト　購入の支出について
6,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
78,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計購入の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール　購入の支出について
346,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テラコッタ粘土　購入の支出について
33,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石けん　他　購入の支出について
38,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋購入の支出について
6,017

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校舎配置図板　購入の支出について
43,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床ワックス　購入の支出について
39,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計の購入費用（１０／１６）の支出について
6,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 乾燥機ラック他　購入の支出について
16,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
35,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラワンベニヤ購入の支出について
27,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 後期教科書・指導書購入の支出について
361,401

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車　購入の支出について
89,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点ペンインク外購入の支出について
135,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウェブカメラ外購入の支出について
41,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木琴用マレット他購入の支出について
36,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジモップ外購入の支出について
14,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードプロセッサー外購入の支出について
24,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 標準換気扇（２台）購入の支出について
50,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
61,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸購入の支出について
17,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット　購入の支出について
72,369

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダスターモップ木床用購入の支出について
14,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きウェブカメラ　　購入の支出について
44,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「あたらしいこくご」外購入の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ外購入の支出について
69,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外　購入の支出について
49,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外購入の支出について
127,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外購入の支出について
39,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミング教材セット　購入の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷蔵庫　購入の支出について
43,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 賞状用紙　購入の支出について
34,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
177,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 飛沫防止用アクリル板　外　購入の支出について
160,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸液外９点の購入の支出について
122,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミュージックベル外購入の支出について
32,021

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤　購入の支出について
45,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タイマー　外購入の支出について
41,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
76,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット　購入の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 彫塑粘土　他　購入の支出について
44,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター購入の支出について
97,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外　購入の支出について
12,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用手袋購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタイラスペン用替え芯購入の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サーキュレーター　外購入の支出について
147,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エキスパンダースクリーン外　購入の支出について
104,753

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性版画インキ　外　購入の支出について
21,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスイヤホン　購入の支出について
39,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バランスボール　外購入の支出について
38,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 漢検３級実物大過去問外購入の支出について
72,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ディスポ探針外購入の支出について
60,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　購入の支出について
82,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布団３点セット　外　購入の支出について
99,539

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触式体温計　購入の支出について
44,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石けん液　外　購入の支出について
399,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メッシュベスト　外購入の支出について
81,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外購入の支出について
178,549

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字用半紙　外の購入の支出について
54,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡　購入の支出について
33,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボタン電池購入の支出について
6,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　購入の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル外購入の支出について
36,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－ＲＷ外購入の支出について
61,414

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用「漢字ドリル２　２年生」外の購入の支出について
24,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計外購入の支出について
206,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ロングハッピ　外の購入にかかる支出について
14,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット　各種購入の支出について
56,782

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー購入の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤　外　購入の支出について
37,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 剪定用鋸替刃外購入の支出について
131,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調服外購入の支出について
20,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 扇風機外購入の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マレットの購入の支出について
12,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付ＷＥＢカメラ購入の支出について
30,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール液用ボトル外４点の購入の支出について
262,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掛布団　外　購入の支出について
253,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色紙　外購入の支出について
144,486

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 金属球膨張試験器購入の支出について
18,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計　購入の支出について
25,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耳鏡（ルーツェ式）外購入の支出について
43,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バットン　外購入の支出について
99,209

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　外　購入の支出について
43,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「あたらしいこくご一下」外購入の支出について
360,457

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スプレー容器外購入の支出について
4,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語習熟プリント　購入の支出について
9,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石鹸他購入の支出について
185,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外購入の支出について
52,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　外　購入の支出について
8,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易ベッド　外　購入の支出について
124,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ３年社会科テスト下　購入の支出について
8,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アンケートシート　外　購入の支出について
44,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 赤虫外購入の支出について
16,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除菌アルコール購入の支出について
32,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　燃料費 園芸作業によるオイル購入の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 「苅田南小学校のくらし」リーフレット印刷の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
25,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
63,891,601

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 廊下照明補修工事の支出について
20,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １Ｆ女子トイレガラス入替工事の支出について
27,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス入替補修工事の支出について
9,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 空調室内機排管修繕工事の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
360,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 管理作業員室用エアコン動作不良修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル製版印刷機修理の支出について
273,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
39,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育倉庫鍵修理の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー輪切刃交換修理の支出について
33,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
34,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
38,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫の修理の支出について
8,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機の修理の支出について
45,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 １階倉庫扉　外　鍵取替補修の支出について
76,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 修学旅行緊急時タクシー代１０／１９～２０の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 コロナ感染防止の健診票送付郵便料（１０／１６）の支出について
9,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル運搬費　外の支出について
1,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断封筒送付にかかる郵便料の支出について
17,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル運搬費　外の支出について
4,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場ポイント設置業務委託の支出について
73,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場にがり散布業務委託の支出について
77,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定業務委託の支出について
275,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞　公演委託料の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
157,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ふれあい陶芸にかかる児童分作陶代の支出について
57,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 乾燥機ラック他　購入の支出について
62,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 洗濯機の購入の支出について
105,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アームチェアー　購入の支出について
52,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 布団３点セット　外　購入の支出について
235,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掛布団　外　購入の支出について
104,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 簡易ベッド　外　購入の支出について
144,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー　購入の支出について
389,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫　購入の支出について
163,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オージオメータ　購入の支出について
138,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ライン引き購入の支出について
65,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ購入の支出について
199,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 高圧蒸気滅菌庫の支出について
371,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エキスパンダースクリーン外　購入の支出について
74,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 館用図書「なんでも　ただ会社」外　購入の支出について
155,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイルボックス　外購入の支出について
78,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きウェブカメラ外購入の支出について
13,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻刀　他購入の支出について
57,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙購入の支出について
14,410
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆外購入の支出について
37,409

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク・スピーカー　購入の支出について
46,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子ホイッスル　外　購入の支出について
150,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり　購入の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直流安定化電源装置外購入の支出について
86,427

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外購入の支出について
30,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ニス刷毛　外　購入の支出について
122,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
39,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ウェブカメラ外購入の支出について
48,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外購入の支出について
93,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液　購入の支出について
143,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ついたて　外　購入の支出について
152,251

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛扇風機　他購入の支出について
292,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用デジタル教科書（国語・１年）外購入の支出について
124,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ウエブカメラ　の購入の支出について
33,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　外　購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク外購入の支出について
106,766

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール外購入の支出について
28,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テニスボールほか購入の支出について
28,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂粘土　外購入の支出について
64,721

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「近畿の高校入試　国語」　外購入の支出について
31,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒氏名ゴム印購入の支出について
21,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キャンバスベッド　他購入の支出について
111,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸購入の支出について
19,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ　外購入の支出について
36,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
35,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大縄跳び用縄ほか購入の支出について
251,229

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ外購入の支出について
59,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
28,418,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
75,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理（テナーサックス外）の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 液晶プロジェクター修理の支出について
116,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 インクジェットプリンター　修理の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プール女子更衣室窓枠修理の支出について
20,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校内樹木剪定作業　業務委託の支出について
220,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ借り入れの支出について
39,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見の通行料（１０／１７・１８）の支出について
20,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 キャンバスベッド　他購入の支出について
151,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「こどものための易経」外　購入の支出について
386,743

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンド扇風機　購入の支出について
19,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ルーター専用壁掛けホルダーの購入の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館モップスペア外購入の支出について
91,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計外　購入の支出について
75,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除用洗剤　外　購入の支出について
185,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 椅子カバー外購入の支出について
29,700
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミ角パイプ購入の支出について
53,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 サーキュレーター　購入の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 　パーテーション　ほか　購入の支出について
45,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板　購入の支出について
14,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
8,456,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子補修工事の支出について
21,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館棟男子便所リモコンスイッチ補修工事の支出について
17,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 美術科　校外学習付添教員入場料（１０／１６支払の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液体窒素貯蔵容器　他の購入の支出について
128,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 傘立て外購入の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場整地補修工事の支出について
393,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 クラブ室前手足洗場止水栓補修工事の支出について
193,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電源結線替え工事の支出について
25,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南門引分け門扉補修工事の支出について
175,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替工事の支出について
17,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス補修工事の支出について
8,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館階段の煙感知器取替補修工事の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 誘導灯バッテリー交換補修工事の支出について
82,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 親時計装置補修及び移設工事の支出について
311,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 揚水ポンプ取替補修工事の支出について
623,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂照明補修工事の支出について
109,659

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 網戸レール取付工事の支出について
93,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 図書室用ノートパソコン　購入の支出について
151,633

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 アコーディオン　購入の支出について
99,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 エバーマット　他購入の支出について
177,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 応接セット　外購入の支出について
283,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 アコーディオン　購入の支出について
360,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 アウトドアタイマー　購入の支出について
63,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用　非接触体温計　の購入の支出について
12,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 取水マットの購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 オーニングテント改修工事の支出について
280,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 運動場排水調査工事の支出について
506,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 レターケース外　購入の支出について
54,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プッシュＬＥＤライト　外　購入の支出について
24,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 書類棚　購入の支出について
21,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教授用算数ブロック外　購入の支出について
33,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 書籍「新たな時代の学びを創る」外　購入の支出について
17,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修理部品　購入の支出について
77,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大型扇風機　外　購入の支出について
155,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除菌スプレー外購入の支出について
31,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡　外　購入の支出について
72,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計購入の支出について
71,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパクト三脚　購入の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル温湿度計　購入の支出について
111,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手首用血圧計外購入の支出について
256,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふせん外購入の支出について
34,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　外　購入の支出について
11,840
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パルスオキシメーター外購入の支出について
81,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 飛沫防止用アクリル板購入の支出について
98,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 子ども用マスク購入の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグシート他の購入の支出について
294,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パルスオキシメータ　外　購入の支出について
236,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸　外４点　購入の支出について
136,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つい立て（アコーディオン式）購入の支出について
199,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡　外購入の支出について
203,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡　他　購入の支出について
249,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ　購入の支出について
93,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール購入の支出について
65,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボンゴ外購入の支出について
22,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板　外　購入の支出について
93,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
59,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
314,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用エタノール　外　購入の支出について
142,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール除菌（５Ｌ）外４点購入の支出について
85,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーテーション　外　購入の支出について
45,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポットクーラー排熱延長ダクト購入の支出について
126,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電波時計　購入の支出について
33,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アイロン台外購入の支出について
214,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 再生色画用紙　外　購入の支出について
140,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーテーション　外購入の支出について
51,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スクリーン衝立　外の購入の支出について
182,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計外の購入の支出について
244,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤドライブ外　購入の支出について
28,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マウスシールド外購入の支出について
31,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコールタオル　他　購入の支出について
195,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パルスオキシメーター外購入の支出について
175,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アコーディオン衝立　外購入の支出について
24,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 次亜塩素酸水購入の支出について
7,623

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耳鏡　外購入の支出について
132,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウエブカメラ外購入の支出について
75,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル温湿度計外購入の支出について
205,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット購入の支出について
14,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸購入の支出について
349,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大型扇風機　外　購入の支出について
96,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触式電子温度計　購入の支出について
49,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スプレーボトルの購入（１０／１９）の支出について
2,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フェイスシールド外購入の支出について
89,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット購入の支出について
48,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤外　購入の支出について
36,949

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
14,046,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
13,737,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
13,589,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
14,912,076
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関塗装工事の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室ダクト分解清掃の支出について
64,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室出入口滑り止め張替補修工事の支出について
36,267

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室（ドライシステム）ダクト分解清掃の支出について
77,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 正門扉　補修工事の支出について
24,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替工事の支出について
12,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室扉　補修工事の支出について
18,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
8,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂舞台前ネット用操作ロープ補修工事の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 モニター付きインターホン修理の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
58,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコン修理の支出について
44,871

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 液晶テレビ修理の支出について
185,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 正門時計駆動装置の修理の支出について
41,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 定形外郵便　郵送代の支出について
11,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健診にかかる書類郵送に伴う郵便切手購入の支出について
5,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 合同音楽鑑賞会にかかる児童交通費（１０／２０）の支出について
57,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 八幡屋公園校外学習にかかる参加児童交通費の支出について
20,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断案内状郵送料（１０／１９）の支出について
13,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる交通費及び施設使用料の支出について
29,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断のお知らせ送付に伴う郵便切手購入の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 芸術鑑賞会にかかる参加児童交通費（１０／２０）の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布作業業務委託の支出について
32,879

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる交通費及び施設使用料の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型液晶テレビ購入の支出について
399,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アコーディオン衝立　外購入の支出について
158,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型扇風機　外　購入の支出について
58,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 歯鏡　他　購入の支出について
149,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「おおにしせんせい」ほか購入の支出について
309,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水栓レバーハンドル購入の支出について
45,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外　購入の支出について
70,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外購入の支出について
59,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター用ラベル　外　購入の支出について
28,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット購入の支出について
9,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外購入の支出について
60,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 名刺カード外　購入の支出について
150,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール除菌剤　購入の支出について
264,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルカリ乾電池購入の支出について
9,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
11,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴールテープ　外購入の支出について
90,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シューズロッカー外購入の支出について
130,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー石灰外購入の支出について
37,939

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡　購入の支出について
303,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ジョイントスノコ購入の支出について
214,071

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パーテーション購入の支出について
9,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てマスク　外　購入の支出について
99,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆外購入の支出について
15,488
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
16,582,211

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
16,863,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 北門門扉補修工事の支出について
180,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３号館１階多目的トイレ給水管補修工事の支出について
52,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 第２学習室空調機不良修理工事の支出について
89,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 手動裁断機修理の支出について
12,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 授業用パソコン修理の支出について
78,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 多目的室空調機修理の支出について
90,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 自動丁合機（コレーター）修理の支出について
48,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬料の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 消火器処分手数料の支出について
5,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布作業　業務委託の支出について
71,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ひな段　外購入の支出について
352,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 窓取付型空調機　購入の支出について
376,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式生垣バリカン外購入の支出について
15,697

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液ポンプスタンド他購入の支出について
176,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板シート　外　購入の支出について
33,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 救急用副木他の購入の支出について
40,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンド型サーキュレーター他購入の支出について
86,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ６００Ｖビニル絶縁ケーブル　購入の支出について
46,761

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
16,222,281

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 府下中学校への「学校案内パンフレット」送付料の支出について
29,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スタンド付きテレビモニター　購入の支出について
371,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電動ステープラー外購入の支出について
27,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎屋上給水バルブ漏水補修工事の支出について
584,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室コンセント補修工事の支出について
28,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室埋設給湯管漏水補修工事の支出について
362,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室内線外補修工事の支出について
87,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内ＬＥＤ照明取替補修工事の支出について
857,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 普通教室ＧＨＰ補修工事の支出について
110,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替補修工事の支出について
466,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室屋上排風機ファンベルト取替補修工事の支出について
66,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＥＶ機械室換気扇取替補修工事の支出について
45,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館１階女子便所壁内給水管漏水補修工事の支出について
213,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 廊下防滑対策補修工事の支出について
924,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関ホール柱壁紙貼替工事の支出について
51,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室換気扇配線補修工事の支出について
94,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 警報盤不鳴動補修工事の支出について
48,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替補修工事の支出について
290,257

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室シンク給水栓漏水補修工事の支出について
48,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎天窓補修工事の支出について
130,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防球ネットカーテン補修工事の支出について
116,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２・３年教室照明器具取替補修工事の支出について
594,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内放送システム補修工事の支出について
983,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館壁面漏水補修工事の支出について
715,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館中庭給水管漏水補修工事の支出について
583,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上プール加圧給水ポンプ取替補修工事の支出について
995,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 コンセント取付工事の支出について
74,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 スピーカー設置工事の支出について
177,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 液晶プロジェクター取付・配線工事の支出について
389,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ディスプレイスタンド購入の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 充電式ブロワ　購入の支出について
61,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 不織布外購入の支出について
41,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ペーパータオル他　購入のための支出について
54,809

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用　ハンドソープ　他　の購入の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 レインボーフープ購入の支出について
10,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用　フックスタンド　外　購入の支出について
39,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教材用図書子どもの問いからはじまる授業外購入の支出について
56,089

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
7,929

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 スタンプ外１点購入の支出について
28,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　購入の支出について
11,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 座位安定クッション兼防災頭巾　購入の支出について
633,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生け花・茶の湯体験学習にかかる小花セット外購入の支出について
21,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木材購入の支出について
18,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 算数問題集　購入の支出について
633,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メガホン購入の支出について
23,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク　外　購入の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノーパンク一輪車　購入の支出について
127,743

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外　購入の支出について
40,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外の購入の支出について
103,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
7,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット　購入の支出について
22,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
512,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外購入の支出について
62,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオキャプチャーカード他購入の支出について
7,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
146,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール外の購入の支出について
27,687

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 経口補水液購入の支出について
14,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋外２点購入の支出について
59,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インク・マスター購入の支出について
45,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 成型サンダルの購入の支出について
49,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ原稿用紙　外購入の支出について
273,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計付ミラーの購入の支出について
54,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　購入の支出について
36,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノーパンク一輪車　購入の支出について
176,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスライサ用部品購入の支出について
6,391

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール詰替えボトル　外購入の支出について
213,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡（使い捨てタイプ）購入の支出について
138,138

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　外　購入の支出について
42,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコールタオル外購入の支出について
211,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
294,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計　外購入の支出について
99,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水書用具セット　外　購入の支出について
196,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
107,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーテーションスタンド購入の支出について
86,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触式測定器　外　購入の支出について
120,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール外購入の支出について
244,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ　他　購入の支出について
80,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール　購入の支出について
22,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点ペン外購入の支出について
217,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
24,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オルガン　外購入の支出について
147,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パルスオキシメーター外購入の支出について
105,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
34,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
11,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗石けん外購入の支出について
163,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 　　　石けん液の購入の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白長靴　外　購入の支出について
342,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニトリル手袋購入の支出について
6,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却シート外購入の支出について
295,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自火報用予備バッテリー　購入の支出について
20,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食缶　外購入の支出について
74,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
112,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ外購入の支出について
41,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 清拭用ウエットシート購入の支出について
42,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒スタンド　購入の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
178,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコールジェル　購入の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触式体温計　の購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外の購入の支出について
31,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤の購入の支出について
16,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大型扇風機　外　購入の支出について
89,617

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール手袋　外の購入の支出について
76,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板外購入の支出について
58,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液購入の支出について
57,717

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイクスピーカー外購入の支出について
272,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 方位磁針購入の支出について
13,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　購入の支出について
253,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓上パーティション　購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
238,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウッドブロック　外　購入の支出について
50,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室照明器具取替補修工事の支出について
24,563

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館内外扉補修工事の支出について
35,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室排気ファンベルト取替補修工事の支出について
44,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 リモコンマイク修理の支出について
61,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
34,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　ガス回転釜修理の支出について
22,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 刈払機修理の支出について
4,235
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学参加児童交通費・入場料（１０／２１の支出について
25,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学参加児童交通費、付添職員観覧料の支出について
7,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 切手購入の支出について
19,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年秋の遠足（１０／２１）児童交通費の支出について
13,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学参加児童交通費・入場料（１０／２１の支出について
25,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ便器尿石除去等業務委託の支出について
131,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 桜の木剪定他業務委託の支出について
242,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 講堂床洗浄及びワックス掛け業務委託の支出について
93,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年校外学習付添教職員入館料（１０／２１）の支出について
1,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年社会見学参加児童交通費・入場料（１０／２１の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年社会見学参加児童交通費、付添職員観覧料の支出について
9,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年社会見学参加児童交通費・入場料（１０／２１の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行にかかる付添職員使用料（１０／２２）の支出について
5,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年社会見学にかかる施設入場料（１０／３０）の支出について
101,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 手洗石けん外購入の支出について
67,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ　他　購入の支出について
315,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型テレビ購入の支出について
279,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外購入の支出について
165,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーテーション購入の支出について
159,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型扇風機　外　購入の支出について
191,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外購入の支出について
165,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全自動高圧蒸気滅菌器購入の支出について
317,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「うめぼしさん」外購入の支出について
358,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「コウテイペンギン」外購入の支出について
333,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーフェルト外　購入の支出について
73,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リモコン壁掛扇風機　外　購入の支出について
236,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
39,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
628,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 合鍵購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布薬（パップ剤）　外購入の支出について
78,801

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計　外の購入の支出について
64,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 温湿度計他購入の支出について
131,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 問題集「近畿の高校入試　理科」外購入の支出について
327,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子ホイッスル購入の支出について
14,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キッチンペーパー外購入の支出について
329,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エプロン　購入の支出について
29,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
40,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ｗｅｂカメラ購入の支出について
29,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール除菌液　外の支出について
220,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
88,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 抗菌ペーパータオル　外購入の支出について
118,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
629,189

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 背当たり　購入の支出について
36,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マウスピース用クリーナー外購入の支出について
69,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　購入の支出について
72,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
44,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク　外　購入の支出について
236,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
174,031

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　外　購入の支出について
80,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
48,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 氷のう外購入の支出について
23,202

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計購入の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰（ラインパウダー）の購入の支出について
41,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ原稿用紙　外購入の支出について
74,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス破損修理の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館１階廊下　電気水道設備の補修整備工事の支出について
193,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット修理の支出について
15,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 運動場苦汁散布業務委託の支出について
115,159

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 普通教室ＧＨＰエアコン分解清掃業務委託の支出について
110,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットエアコン購入の支出について
398,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ　購入の支出について
151,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　購入の支出について
155,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷風扇　購入の支出について
393,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　外購入の支出について
63,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液　他　購入の支出について
106,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 尿石除去剤　購入の支出について
66,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ外　購入の支出について
46,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
97,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ　外　購入の支出について
197,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
48,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
70,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
165,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 書道用半紙　購入の支出について
6,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
58,278

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 武道場屋根雨漏れ修理工事の支出について
198,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 門扉戸車補修工事の支出について
21,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 剣道場屋根漏水補修工事の支出について
151,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ビデオカメラ外　購入の支出について
207,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
346,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「サロメ」外　購入の支出について
78,611

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「家族写真の魔法」他購入の支出について
146,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 冬芝の種子外　購入の支出について
169,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 普通教室空調設備（ＧＨＰ）分解補修工事の支出について
50,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校長室扉補修工事の支出について
247,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場スピーカ配線補修工事の支出について
548,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール排水バルブ取替工事の支出について
320,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ小便器自動洗浄装置交換補修工事の支出について
374,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電気室前土間補修工事の支出について
443,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 特別支援教室火災報知器補修工事の支出について
56,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電気室配電盤保護装置補修工事の支出について
253,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 グラウンド整備　工事の支出について
399,850
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 食堂・インターホン配線漏電補修工事の支出について
177,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場レピーター及び外灯用電源補修工事の支出について
102,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスマイク　購入の支出について
207,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 跳ねあげ式絵画乾燥棚　購入の支出について
117,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オープンロッカー購入の支出について
47,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外購入の支出について
2,475,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 木目調ローパーテーション購入の支出について
220,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 エレキベース他購入の支出について
254,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 木製書架購入の支出について
195,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　外購入の支出について
389,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 図書管理用パソコン購入の支出について
132,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 フラットフープ購入の支出について
27,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外購入の支出について
21,813

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 運動会用カラーコーン外購入の支出について
22,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用簡易タープ購入の支出について
37,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用簡易ベッド　外　購入の支出について
51,163

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 下駄の購入の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用自動水栓外購入の支出について
99,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 ＣＤプレーヤー　購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ろうそく　外　購入の支出について
142,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
68,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 コピー用紙　購入の支出について
81,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
322,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 レターケース　外購入の支出について
209,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ５分間復習プリント　外　購入の支出について
34,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
33,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
87,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 モニターディスプレイ　購入の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 フラットファイル　外　購入の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 鉛筆　外購入の支出について
11,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 鉛筆　外購入の支出について
6,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　建物修繕料 電話機増設工事の支出について
80,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　外購入の支出について
129,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　外購入の支出について
129,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 大判インクジェットプリンター購入の支出について
252,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体積実験観察キット　ほか購入の支出について
224,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 経口補水液外　購入の支出について
321,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
98,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカー　外６点購入の支出について
30,151

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙外購入の支出について
30,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーテーション　購入の支出について
225,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸購入の支出について
221,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調服購入の支出について
29,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＷＥＢカメラ外購入の支出について
34,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書　購入の支出について
15,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
614,757
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 筋入封筒外購入の支出について
62,043

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
2,097,799

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミング教材購入の支出について
304,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
109,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ステープラー針　外　購入の支出について
36,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小皮購入の支出について
24,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食卓用消毒除菌液　購入の支出について
17,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 半紙外購入の支出について
25,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 収納式ベッド外購入の支出について
34,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更衣用ロッカー　購入の支出について
21,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
94,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外購入の支出について
52,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外購入の支出について
230,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付Ｗｅｂカメラ　外購入の支出について
70,981

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調ウエア購入の支出について
65,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙外購入の支出について
36,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ろうそく外購入の支出について
77,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーテーション外購入の支出について
299,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックスほか購入の支出について
76,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絆創膏　外購入の支出について
19,133

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷＥＢカメラ外購入の支出について
74,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てマスク外購入の支出について
225,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　外　購入の支出について
54,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
163,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
10,483

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
447,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
85,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
47,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水書用筆外購入の支出について
18,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
858,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計外　購入の支出について
154,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
1,918,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰　購入の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットフック外購入の支出について
79,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
1,336,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ外購入の支出について
89,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙ねんど　外　購入の支出について
68,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キャンバス画用紙購入の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トランポリン用ゴムケーブル購入の支出について
85,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット外購入の支出について
56,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リトマス紙外　購入の支出について
65,147

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯（４０形）外購入の支出について
138,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外　購入の支出について
73,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
1,619,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空間除菌剤　購入の支出について
117,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量標識ロープ　外の購入の支出について
38,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット購入の支出について
4,708
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 墨汁　外　購入の支出について
208,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット　購入の支出について
36,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウェブカメラ　外　購入の支出について
162,877

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外購入の支出について
1,702,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　外　購入の支出について
77,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外購入の支出について
18,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タオルケット外購入の支出について
20,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サテン特大旗購入の支出について
54,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書　購入の支出について
293,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク外購入の支出について
27,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用インクカートリッジ他購入の支出について
136,917

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マウスシールド　外　購入の支出について
23,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドロープ　外　購入の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット　外購入の支出について
85,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　購入の支出について
165,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調服ベスト　購入の支出について
16,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動裁断機用替刃　購入の支出について
41,217

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷＥＢカメラ外購入の支出について
41,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 緑化事業にかかる園芸物品購入（１０／２１）の支出について
3,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台　他　購入の支出について
16,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外購入の支出について
726,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 熱中症指標計　購入の支出について
29,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスヘッドセット　買入の支出について
49,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外購入の支出について
776,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　外　購入の支出について
72,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 南京錠　購入の支出について
28,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量紙粘土　外購入の支出について
192,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧蒸気滅菌器専用水　外の購入の支出について
23,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はさみ　外　購入の支出について
76,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外購入の支出について
388,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外購入の支出について
1,222,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カメラアダプタ　購入の支出について
17,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 和紙　外　購入の支出について
233,827

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西門電気錠配線補修工事の支出について
55,414

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 男子便所小便器不良補修工事の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機　修理の支出について
16,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン修理の支出について
21,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 手洗水栓補修の支出について
37,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
8,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動缶切機修理の支出について
32,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機　修理の支出について
103,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スライサー修理の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ラミネーター修理の支出について
40,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室外冷蔵庫修理の支出について
27,170
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食業務用器材外の修理代金の支出について
60,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
31,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学（１０／２２）児童交通費の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １年　遠足にかかる参加児童交通費（１０／２２）の支出について
11,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／２２）の支出について
12,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる交通費及び入場料（１０／２２）の支出について
5,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル料金外の支出について
13,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる交通費及び観覧料の支出について
11,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機の廃棄に伴うリサイクル料　外の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（１０／２２）の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 音楽鑑賞会にかかる参加児童交通費（１０／２２）の支出について
8,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機の廃棄に伴うリサイクル料　外の支出について
5,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 給食室　エアコン点検の支出について
3,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル料金外の支出について
3,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 室内空調設備分解洗浄　業務委託の支出について
151,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがりまき　業務委託の支出について
148,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ清掃業務委託の支出について
217,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場西側樹木伐採・剪定業務委託の支出について
198,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる交通費及び入場料（１０／２２）の支出について
6,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年社会見学にかかる交通費及び観覧料の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 全校遠足にかかる運動場使用料の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
79,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 集会テント購入の支出について
132,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 収納式ベッド外購入の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　外購入の支出について
129,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全自動高圧蒸気滅菌器　購入の支出について
2,031,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ外購入の支出について
52,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 りんご切割芯取機　購入の支出について
58,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「動物のちえ」外購入の支出について
345,293

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　購入の支出について
62,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー補講講習料の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外　購入の支出について
48,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 折り畳みベッド　外購入の支出について
98,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタイマー　他８点　購入の支出について
90,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外購入の支出について
337,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
269,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て目薬外購入の支出について
19,173

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
658,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消防用ホース　購入の支出について
116,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰエアコン室外機部品購入の支出について
2,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 透明マスク　購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パーテーション購入の支出について
274,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　購入の支出について
17,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
27,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＳＢメモリ外　購入の支出について
14,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　他　購入の支出について
56,566

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 筆ペン他購入の支出について
89,727
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
332,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
68,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
119,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石けん液　外　購入の支出について
62,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜　外購入の支出について
96,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 乾電池　外　購入の支出について
72,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　外　購入の支出について
34,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
547,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防藻剤　購入の支出について
30,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＷＥＢカメラ購入の支出について
42,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラフルフェルト　他購入の支出について
91,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
592,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外購入の支出について
93,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外購入の支出について
545,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 問題集（英語）購入の支出について
165,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テニスボール他購入の支出について
50,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラの購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きスピーカー　購入の支出について
17,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用シート　外　購入の支出について
64,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石けん液外購入の支出について
395,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易ベッド　外　購入の支出について
198,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＷＥＢカメラ　外購入の支出について
75,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパクトベッド外購入の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 泡ハンドソープ　外　購入の支出について
18,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆削り　外　購入の支出について
158,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ヤンマーＧＨＰ修理部品　購入の支出について
36,949

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 無指向型マイク・スピーカーの購入の支出について
15,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 光ファイバー　外　購入　の支出について
32,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワンタッチテント購入の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
62,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 医療用ガウン他購入の支出について
251,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
71,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外購入の支出について
463,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ室内機分解清掃の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット外修理の支出について
133,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＧＨＰ修理の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックス　外　修理の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 音楽室空調機修理の支出について
10,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器の運搬の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 吹奏楽コンクールに伴う楽器運搬の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見にともなう有料道路通行料金の支出について
7,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　外購入の支出について
617,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アコーディオンスクリーン　購入の支出について
253,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント　購入の支出について
295,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全自動高圧蒸気滅菌器　購入の支出について
738,760
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　外購入の支出について
129,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コンパクトベッド外購入の支出について
115,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「１４ひきのひっこし」外購入の支出について
378,753

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書購入の支出について
27,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー補講特別講習受講料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 固形石鹸　購入の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ファクストナーカートリッジ外購入の支出について
101,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒートポンプ用室内機エアフィルタの購入の支出について
60,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 画板　購入の支出について
10,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒指導要録　印刷の支出について
28,534

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　ほか　購入の支出について
85,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マッチ外　購入の支出について
13,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 テープカートリッジ他購入の支出について
23,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　他の購入の支出について
63,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 七宝絵の具　他の購入の支出について
36,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 染色用さらし　他　購入の支出について
29,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＮＡＳ　購入の支出について
16,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アンクル・リストウェイト　購入の支出について
8,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネーター　他　購入の支出について
42,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外購入の支出について
122,903

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
28,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 体育館内ブレーカー等調査にかかる手数料の支出について
10,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタルミシン　購入の支出について
836,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スイッチャー　購入の支出について
114,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大判カラープリンター　の購入についての支出について
268,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　『１００年の旅』　外　購入の支出について
211,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室漏電補修及びＭＣＣＢ容量不足用照明器の支出について
498,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール棟消火管漏水補修工事の支出について
995,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調設備修繕工事の支出について
41,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 本校旗　購入の支出について
330,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 フルート　外購入の支出について
197,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 跳び箱　購入の支出について
64,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　他　購入の支出について
326,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ購入の支出について
125,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機　購入の支出について
1,786,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 大型液晶テレビ　購入の支出について
280,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 衣類乾燥機　購入の支出について
56,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 超短焦点プロジェクター　購入の支出について
319,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　外購入の支出について
487,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 レーザープリンタ購入の支出について
58,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 レターケース購入の支出について
38,417

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用虫除け外の購入の支出について
124,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研修「愛着に課題のある児童の対応」講師謝礼金の支出について
10,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 第１回研究授業の指導講評にかかる講師謝礼金の支出について
24,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 授業研究会にかかる講師謝礼金の支出について
29,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大学・行政機関連携にかかる講師謝礼金の支出について
16,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 情報モラル教育実践研究会講師謝礼金の支出について
20,640
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 授業参観および指導助言にかかる講師謝礼金の支出について
16,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 幼教研　４ブロック講演会にかかる謝礼の支出について
14,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国語研究会にかかる講師謝礼金の支出について
28,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＩＣＴ活用授業研究会にかかる講師料の支出について
23,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別授業「介護初任者研修」に係る講師料の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 体づくりの取り組みに関する研修に係る講師謝礼金の支出について
29,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 社会部授業研究会にかかる講師謝礼金の支出について
56,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 課内実践にかかる講師謝礼の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教師用指導書「小学算数１年下朱書」外購入の支出について
63,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ホワイトボードマーカーの購入の支出について
10,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 全国大会参加にかかる会費（１０／２３）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 算数習熟プリント６年生　外１９点　購入の支出について
62,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　購入の支出について
33,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 第５８回全国小学校社会科研究協議会研究大会にかの支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 　冷風機購入の支出について
208,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 全国小学校社会科研究大会参加費（１０／２２）の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 全国小学校社会科研究大会参加費（１０／２３）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 ５８回全国小学校社会科研究協議会研究大会参加費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 全国大会参加にかかる会費（１０／２３）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 全国大会参加にかかる会費（１０／２３）の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ＩＣＴ活用授業にかかる講師料の支出について
10,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 盲導犬特別授業にかかる講師謝礼の支出について
13,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４，５，６年課内実践にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん学習指導講師謝礼の支出について
4,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科の指導法研修会にかかる講師謝礼金の支出について
7,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育特別授業にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 修学旅行付添にかかる看護師謝礼金の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 マーチングバンド指導にかかる講師謝礼（９月）の支出について
31,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育体験的活動（１０／７）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年授業研究会にかかる講師謝礼（９／２８分）の支出について
18,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年修学旅行における講師謝礼の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人児童に対する日本語指導にかかる講師謝礼の支出について
33,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 修学旅行の付添にかかる看護師の講師謝礼の支出について
40,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年授業研究会にかかる講師謝礼（１０／７分）の支出について
18,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業講師謝礼の支出について
7,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科授業づくり講師謝礼金の支出について
28,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年生車いす体験にかかる講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ＩＣＴ活用授業にかかる講師料の支出について
10,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 教員ＵＤ研修会にかかる講師謝礼の支出について
12,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権学習にかかる講師謝礼の支出について
18,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年生そろばん指導　講師謝礼金の支出について
4,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ネイティブの英語指導にかかる講師謝礼金の支出について
83,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校図書館における児童・教職員への指導・助言の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動にかかる講師謝礼金の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ＩＣＴ活用教育推進にかかる講師謝礼（９／３０）の支出について
26,220
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 多文化共生教育にかかる講師謝礼金の支出について
4,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 林間学習行事における看護師招聘にかかる謝礼金の支出について
46,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 林間学習看護師謝礼の支出について
33,067

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール除菌液購入の支出について
249,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホースリール（ホース付き）外購入の支出について
28,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液　購入の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードプロセッサー購入の支出について
15,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小型レシプロソー　外　購入の支出について
36,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動給湯ポッド外購入の支出について
62,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アンモニア水（１、５％）外購入の支出について
11,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダンボール他購入の支出について
31,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外購入の支出について
44,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調服購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　の購入の支出について
33,633

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画和紙　外　購入の支出について
302,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アンケート用紙　購入の支出について
29,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用ボンド　外の購入の支出について
17,743

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
26,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 厚紙用紙　外　購入の支出について
53,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
30,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノースポールの苗外購入の支出について
12,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 収納式ベット　外購入の支出について
63,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ｗｅｂカメラ外購入の支出について
63,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画板　他購入の支出について
25,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ　外　購入の支出について
114,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 　ヘッドセット外購入の支出について
52,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 透明マスク外　購入の支出について
74,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミング教材　購入の支出について
65,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヒヤシンス球根　他　購入の支出について
40,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計購入の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計外購入の支出について
314,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＡＮケーブル外購入の支出について
48,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用エタノール外購入の支出について
124,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液　購入の支出について
25,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷風機外購入の支出について
26,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液　外　購入の支出について
51,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンズフリー拡声器　ほか購入の支出について
182,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラほか購入の支出について
15,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 １年自然体験学習用球根購入（１０／２３）の支出について
4,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 四線白板　購入の支出について
72,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　購入の支出について
35,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 旗　購入の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空間除菌剤　の購入の支出について
382,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ外　購入の支出について
26,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用ペーパータオル購入の支出について
50,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　購入の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
179,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 吊下げ式防虫剤購入の支出について
15,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校指導書（後期用）購入の支出について
176,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット購入の支出について
16,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外購入の支出について
80,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室用　手首式血圧計　外　購入の支出について
71,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ　ほか　購入の支出について
32,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計　購入の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙外購入の支出について
140,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗いせっけん液外購入の支出について
92,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニコンプレッサー外購入の支出について
38,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計購入の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フェイスシールド購入の支出について
9,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自然体験学習「おにぎり作り」に伴う材料購入の支出について
11,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 湯沸し器修理の支出について
11,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 学校用オルガン修理の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜蓋修理の支出について
25,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室固定釜修理の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費外（１０／２３）の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年大阪体験学習にかかる参加児童交通費、外の支出について
4,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年体験学習（１０／２３）の児童交通費・入館料の支出について
21,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童交通費　外（１０／２３）の支出について
29,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習に伴う児童交通費及び入場料　１０／２３の支出について
11,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 古都寺社仏閣体験学習にかかる参加児童交通費外の支出について
30,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／２３）の支出について
8,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費外（１０／２２）の支出について
25,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり（塩化マグネシウム）散布業務委託の支出について
65,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定業務委託の支出について
176,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年体験学習（１０／２３）の児童交通費・入館料の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる児童交通費　外（１０／２３）の支出について
45,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる参加児童交通費外（１０／２２）の支出について
2,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習に伴う児童交通費及び入場料　１０／２３の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年大阪体験学習にかかる参加児童交通費、外の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習にかかる参加児童交通費外（１０／２３）の支出について
20,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 古都寺社仏閣体験学習にかかる参加児童交通費外の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ　購入の支出について
309,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷風機外購入の支出について
134,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 収納式ベット　外購入の支出について
334,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「詩を作ろう」外購入の支出について
316,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「徳間アニメ絵本セット」外購入の支出について
262,911

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「つくし」外の購入の支出について
175,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育　チェーンソー補講受講料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 修学旅行にかかる看護師謝礼金の支出について
62,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 図書館開館業務支援にかかる講師謝礼金の支出について
11,020
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育にかかる講師謝礼金の支出について
27,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 図書館開館業務支援にかかる講師謝礼金の支出について
13,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 福祉学習講演会講師謝礼の支出について
7,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 スクールカウンセリングにかかる講師謝礼金の支出について
78,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用スタンド　購入の支出について
161,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 厚口カラー用紙外の購入の支出について
36,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プロペラ　外　購入の支出について
64,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フェルト外購入の支出について
84,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 無指向型マイクスピーカー　購入の支出について
18,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 階段用アートシール外　購入の支出について
82,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリルパーティション外購入の支出について
203,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キャッチャーズプロテクター　外　購入の支出について
58,047

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 三角巾外　購入の支出について
43,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
27,423

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドソープ外購入の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 作戦盤　他購入の支出について
233,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ購入の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大型扇風機用セーフティネット外　購入の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器「ユーフォニウム」修理の支出について
22,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育倉庫シャッター補修の支出について
82,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 修学旅行における緊急タクシー代の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 １年校外学習にかかる参加生徒交通費（１０／２３の支出について
112,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー　購入の支出について
312,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機購入の支出について
377,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型扇風機用セーフティネット外　購入の支出について
191,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ゼンメツ少年」外購入の支出について
313,306

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「空色勾玉」　外購入の支出について
130,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「白銀の墟」外　購入の支出について
314,507

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「新にほんご５００問」外　購入の支出について
350,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 総合学科造形芸術系列講師謝礼金（９・１０月分）の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（９月分）の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 総合学科造形芸術系列講師謝礼金（９・１０月分）の支出について
100,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（９月分）の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科　講師謝礼金（９月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ９月分　美術科　モデル謝礼金の支出について
136,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（９月分）の支出について
168,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（９月分）の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（９月分）の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（９月分）の支出について
115,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（９月分）の支出について
203,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 「やさしい日本語」講座に係る講師料の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（９月分）の支出について
100,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラシ　外購入の支出について
11,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 旋盤用４爪チャック購入の支出について
155,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンズフリーマイク　の購入の支出について
5,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 工場扇　購入の支出について
333,960
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 飛沫感染防止パネル　購入の支出について
15,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 　透明シート　ほか　購入の支出について
60,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用液　の購入の支出について
27,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 安全ブレーカー　他の購入の支出について
133,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 グランド使用料９月使用分（１０月２３日）の支出について
89,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 種子外購入の支出について
73,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 芝生用除草剤外購入（１０／２２）の支出について
10,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 作品乾燥棚購入の支出について
63,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 コピー機　購入の支出について
69,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 拡大機　購入の支出について
347,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 図書室用パソコン購入の支出について
290,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 教材提示装置　購入の支出について
144,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 レーザーカラープリンタ購入の支出について
58,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 テント　購入の支出について
376,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
21,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外購入の支出について
30,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 舌圧子外購入の支出について
21,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用簡易ベッドの購入の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 丸椅子　外購入の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用ワイヤレスマイクの購入の支出について
26,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 巧技台　蓋　の購入の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コンクリートブロック　外　購入の支出について
34,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ケーブル　購入の支出について
26,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩ変換アダプタ外購入の支出について
46,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 バーコードリーダー外購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学習補助教材「教科書算数プリント」外購入の支出について
68,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 国語辞典購入の支出について
30,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学習シール　購入の支出について
24,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレット　他　購入の支出について
141,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ヘッドセット　購入の支出について
19,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教授用学習参考書購入の支出について
11,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
223,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研修用ＤＶＤの購入の支出について
22,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 漢字コグトレ　外購入の支出について
27,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 発表ボード　外　購入の支出について
98,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　購入の支出について
13,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
5,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プリンターインク　外　購入の支出について
134,838

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究用図書「子ども家庭相談の挑戦」外購入の支出について
57,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 バーコードリーダー外購入の支出について
89,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ　外　購入の支出について
155,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 ブックトラック購入の支出について
85,113

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクオルガン専用椅子　購入の支出について
32,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計　購入の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調服購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷風扇外購入の支出について
41,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 乾電池購入の支出について
8,360
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 毎日新聞購読料（４～９月分）の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ及びヘッドセット　購入の支出について
49,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 　　Ｗｅｂカメラ　購入の支出について
48,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ及びヘッドセット　購入の支出について
74,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋　外　購入の支出について
103,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル外購入の支出について
235,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計購入の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書・指導書　購入の支出について
503,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 セメント　外　購入の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸液外購入の支出について
220,599

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却シート　外　購入の支出について
47,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール除菌シート外の購入の支出について
65,549

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用ジェルほか購入の支出について
36,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 撥水マットレス外購入の支出について
88,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 住宅家具用消毒・除菌合成洗剤　外　購入の支出について
26,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レスキューボードベンチ　外　購入の支出について
57,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土ねんど外購入の支出について
32,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付Ｗｅｂカメラ購入の支出について
28,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パルスオキシメーター　外購入の支出について
263,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアメッシュケース　購入の支出について
29,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 　手指消毒用アルコールの購入にかかる支出について
201,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーティション　購入の支出について
72,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「新しい算数５上」購入の支出について
14,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語辞典外購入の支出について
324,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タテ型全自動洗濯機購入の支出について
34,001

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 茶わん外購入の支出について
54,703

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 炭酸水外購入の支出について
73,617

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体せっけん外購入の支出について
15,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画板　購入の支出について
20,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーテーション他購入の支出について
115,922

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＷＥＢカメラ外購入の支出について
31,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリエチレン手袋　外購入の支出について
37,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食袋他購入の支出について
85,526

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外購入の支出について
38,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛型インターホン購入の支出について
386,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
12,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体せっけん　外購入の支出について
102,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ外購入の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
45,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書・指導書　購入の支出について
2,605,427

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラジカセ他購入の支出について
27,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 遠隔学習機能強化用Ｗｅｂカメラ　外購入の支出について
48,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きｗｅｂカメラ　外の購入の支出について
12,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電話セット　外　購入の支出について
30,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特定小電力トランシーバー他購入の支出について
191,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘着マグネットシート外購入の支出について
140,624
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外購入の支出について
123,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーテーション購入の支出について
122,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックトラック外購入の支出について
44,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 子ども用不織布マスク購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付ｗｅｂカメラ外購入の支出について
48,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡他の購入の支出について
389,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ外　購入の支出について
217,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校版画インキ、他購入の支出について
184,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板　他　購入の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷＥＢカメラ　外　購入の支出について
41,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷用インク外購入の支出について
31,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掛時計購入の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 点灯管　外購入の支出について
49,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布　外購入の支出について
19,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス、他購入の支出について
67,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニトリル手袋　購入の支出について
43,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 中心温度計外購入の支出について
42,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ　外　購入の支出について
68,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
76,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上皿てんびん外９点購入の支出について
220,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用紙外購入の支出について
67,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪　３年」外の購入の支出について
137,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外購入の支出について
69,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
447,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 次亜塩素ナトリウム液パック　購入の支出について
4,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調服　外購入の支出について
24,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ外の購入にかかる支出について
15,411

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エタノール外購入の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外購入の支出について
12,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール購入の支出について
161,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 清浄綿　外　購入の支出について
54,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホウ砂　外　購入の支出について
84,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
53,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニス外購入の支出について
93,786

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス　外　購入の支出について
38,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オージオメータスピーカー　外購入の支出について
8,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール外購入の支出について
176,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外　購入の支出について
91,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ外購入の支出について
38,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作品展示ポケットほか購入の支出について
26,653

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計購入の支出について
150,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯の救急保存液外購入の支出について
70,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール　購入の支出について
70,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性刷毛他購入の支出について
89,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール、他購入の支出について
104,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　購入の支出について
10,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
17,920
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ購入の支出について
34,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 幼児用単独絵視標　外　購入の支出について
41,118

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調服　購入の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
59,521

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土　外　購入の支出について
32,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー購入の支出について
10,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きｗｅｂカメラ　外の購入の支出について
42,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ　外購入の支出について
45,617

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙ねんど　購入の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パズル　外購入の支出について
46,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書・指導書　購入の支出について
607,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書類棚　購入の支出について
57,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール除菌剤外購入の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版木　外　購入の支出について
63,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鋸替刃外購入の支出について
115,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計外購入の支出について
193,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
190,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外購入の支出について
182,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 野菜の土購入の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり外購入の支出について
157,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
51,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上皿てんびん　購入の支出について
31,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 速乾性手指消毒剤　外　購入の支出について
292,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
59,197

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコールの購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工場扇購入の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋外　購入の支出について
23,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
39,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台外購入の支出について
110,319

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 問題集「書く力トレーニング　うつしまる」購入の支出について
178,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計　購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用サンダル　外　購入の支出について
15,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外購入の支出について
56,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てロング手袋外購入の支出について
358,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外購入の支出について
647,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミ枠新調網戸購入の支出について
299,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル外購入の支出について
85,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ購入の支出について
66,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計外購入の支出について
183,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表ファイル　購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポータブルオーディオプレーヤー外購入の支出について
15,906

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カメラ用三脚　購入の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 会議用長机購入の支出について
242,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用足踏みスタンド購入の支出について
77,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はさみ外購入の支出について
44,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サーキュレーター　外購入の支出について
63,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外１点購入の支出について
49,302
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布団カバー　外の購入の支出について
30,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙、他購入の支出について
90,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付Ｗｅｂカメラ　購入の支出について
38,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋外購入の支出について
189,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スピーカー付きマイク購入の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外購入の支出について
37,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 透明マスク外購入の支出について
29,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホースリール　外　購入の支出について
60,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーコーン　購入の支出について
17,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
40,909

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大型液晶テレビ　外の購入の支出について
77,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 敷パット他購入の支出について
42,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リストバンド購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外購入の支出について
485,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きｗｅｂカメラ購入の支出について
42,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折りたたみシールド購入の支出について
51,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 嘔吐処理剤外購入の支出について
22,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　購入の支出について
30,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 １０玉そろばん　外の購入にかかる支出について
24,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレス（ハンズフリー）マイク外購入の支出について
90,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
55,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード購入の支出について
39,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計外購入の支出について
201,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
760,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
359,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジタワシ外購入の支出について
55,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール　購入の支出について
81,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
823,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定性ろ紙　外　購入の支出について
51,853

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外の購入の支出について
33,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用除菌シート外購入の支出について
66,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールシート　外購入の支出について
326,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オートディスペンサー　購入の支出について
11,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石鹸液購入の支出について
21,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（前期）印刷の支出について
42,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １年２組教室照明器具改修　工事の支出について
15,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替補修工事の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替え工事の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 分校給食室換気扇取替工事の支出について
25,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給水機器取替工事の支出について
159,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 換気扇配管配線補修工事の支出について
9,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替　補修工事の支出について
7,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内破損ガラス入替工事の支出について
56,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 郵便ポスト補修工事の支出について
115,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＧＨＰ室内機修理の支出について
126,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜　修理の支出について
44,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子オルガン修理の支出について
13,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 コンビオーブン　修理の支出について
77,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食用屋外冷蔵庫　修理の支出について
8,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜の修理の支出について
70,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
40,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修繕の支出について
44,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食用屋外冷蔵庫修理の支出について
8,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室用給湯器修理の支出について
59,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室保存食用冷凍庫修理の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室エアコン修理の支出について
35,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内放送システム　修理の支出について
118,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年秋の遠足児童入場料・交通費（１０／２６）の支出について
44,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯乾燥機リサイクル手数料運搬費の支出について
1,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外活動にかかる参加児童交通費他（１０／２６）の支出について
35,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断関係書類送付に伴う郵便切手購入の支出について
11,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯乾燥機リサイクル手数料運搬費の支出について
2,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本語検定受験料の支出について
82,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫防除作業業務委託の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
110,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 苦汁散布業務委託の支出について
112,959

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
101,189

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校内敷地除草作業業務委託の支出について
154,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 側溝清掃業務委託の支出について
206,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場側溝清掃業務委託の支出について
153,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定業務委託の支出について
374,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 第２グランド除草業務委託の支出について
101,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
77,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
64,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布作業業務委託の支出について
115,489

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場にがり散布業務委託の支出について
77,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見にかかる自家用車通行料の支出について
7,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年秋の遠足児童入場料・交通費（１０／２６）の支出について
45,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外活動にかかる参加児童交通費他（１０／２６）の支出について
57,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コンパクトベット　外の支出について
297,831

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オージオメータスピーカー　外購入の支出について
124,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント購入の支出について
114,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ外購入の支出について
138,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント購入の支出について
289,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
314,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーテーション購入の支出について
377,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型液晶テレビ　外の購入の支出について
269,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷水機　２台　購入の支出について
314,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型ミストファンの購入の支出について
285,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ざっそう」外購入の支出について
44,409
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　歴史を変えた１００人の人生外購入の支出について
130,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「トヤのひっこし」外購入の支出について
333,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「りゆうがあります」外購入の支出について
294,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「あるかしら書店」外　購入の支出について
313,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルカリ乾電池外購入の支出について
5,371

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計外購入の支出について
29,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴミ袋　外の購入の支出について
18,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パーテーション　外購入の支出について
72,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック購入の支出について
55,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式クリーナー外購入の支出について
22,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ウェブカメラ購入の支出について
28,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク外購入の支出について
155,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エタノール製消毒液購入の支出について
39,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 空間除菌剤購入の支出について
91,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 練習用書道半紙購入の支出について
94,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸他購入の支出について
18,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 角印（公印）　購入の支出について
14,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッジトリマー購入の支出について
17,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋　購入の支出について
89,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子　外　購入の支出について
138,173

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キャプチャーボード　購入の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 吸水スポンジローラー外購入の支出について
6,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テープカートリッジ外購入の支出について
227,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 なぎなた竹刀外購入の支出について
334,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤外購入の支出について
20,382

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入試問題工房　外　購入の支出について
34,751

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル絵具他購入の支出について
41,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム外購入の支出について
116,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 民族衣装チョゴリ（５着）購入の支出について
56,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドマーカー　外　購入の支出について
30,063

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　外購入の支出について
139,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ノータッチ薬液供給装置　外　購入の支出について
354,629

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 草刈機用チップソー　外購入の支出について
34,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きスピーカー　購入の支出について
47,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用トナー　外　購入の支出について
66,121

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入学案内一覧２０２１　外購入の支出について
33,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
82,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 黄銅の購入の支出について
26,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 空調服外購入の支出について
144,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け扇風機　購入の支出について
75,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧延長ホース　外購入の支出について
40,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外購入の支出について
305,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きウェブカメラ　購入の支出について
48,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
316,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　外の購入の支出について
27,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール外購入の支出について
41,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＥ透明糸入りシート他購入の支出について
44,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　他購入の支出について
53,239

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テニスボール　外購入の支出について
113,421

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
360,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式噴霧器外の購入の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外購入の支出について
15,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外購入の支出について
260,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボッチャボールセットコネクト　購入の支出について
62,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　Ｂ５　外購入の支出について
245,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
297,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コードレス掃除機外購入の支出について
59,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ　外　購入の支出について
34,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドソープ外購入の支出について
349,529

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
778,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット　購入の支出について
8,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 日本語教室で使用する辞書外　購入の支出について
54,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 点灯管外購入の支出について
22,857

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テープのり　外　購入の支出について
42,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メガホン外の購入の支出について
390,889

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キッチンペーパー　外　購入の支出について
60,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 公立・私立高校への進学　関西版外購入の支出について
33,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
28,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール対応スプレーボトル購入の支出について
144,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 写真用光沢紙　外　購入の支出について
50,191

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
41,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷＥＢカメラ購入の支出について
65,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 気化式大型冷風機外購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グルーガン　外購入の支出について
33,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ギター玄購入の支出について
11,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 泡石鹸ボトル　購入の支出について
11,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パルスオキシメータ外購入の支出について
138,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グレーチング　購入の支出について
151,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バー取手外購入の支出について
109,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリルパーテーション　購入の支出について
70,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク購入の支出について
25,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除菌用アルコール外購入の支出について
27,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
343,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＳＢ延長ケーブル購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液　外購入の支出について
183,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 すり硝子外購入の支出について
57,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外　購入の支出について
31,971

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計外購入の支出について
30,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビーボール外　購入の支出について
50,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
40,240



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙外購入の支出について
104,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 総合学習教材購入の支出について
263,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール外購入の支出について
31,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋上旗ポール補修工事の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館２階廊下外窓ガラス　入替工事の支出について
7,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋外放送設備接続配線　補修工事の支出について
26,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット修理の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 チューバ　修理の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 大型時計修理の支出について
36,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内放送設備修理の支出について
43,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 コンクールにかかる物品運搬の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 実用英語技能検定検定料の支出について
159,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 丸善インテックアリーナ大阪借り上げ料の支出について
159,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 吸水スポンジローラー外購入の支出について
27,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エンジン芝刈機　購入の支出について
121,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラー購入の支出について
199,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型扇風機　購入の支出について
138,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
339,291

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全自動高圧蒸気滅菌器　購入の支出について
338,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 気化式大型冷風機外購入の支出について
187,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アコーディオンカーテン　購入の支出について
141,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「花火の図鑑」外　購入の支出について
192,747

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「世界のさんぽ道」外購入の支出について
220,437

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「新版　科学者の目」外購入の支出について
355,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「子ども六法」外購入の支出について
138,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド　購入の支出について
13,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 パルスオキシメータ　購入の支出について
25,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 食器洗い洗剤　他　購入の支出について
58,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
343,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤプレーヤー　外　購入の支出について
14,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯　購入の支出について
172,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 塩化ナトリウム　他　購入の支出について
15,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
79,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更半紙外購入の支出について
206,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 心拍計他購入の支出について
111,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
388,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク　外　購入の支出について
11,297

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　他　購入の支出について
35,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外購入の支出について
57,981

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 フロア扇風機　購入の支出について
22,737

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外購入の支出について
123,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル掛け時計　他購入の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
129,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＳ４００角パイプ　購入の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 水切りかご他購入の支出について
28,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡　購入の支出について
186,813
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クリップマイクロホン　外購入の支出について
21,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 釉薬外購入の支出について
15,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋購入の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 屋外用保護パッド購入の支出について
163,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 殺虫剤購入の支出について
54,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 自動遮光面　外　購入の支出について
185,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＶＶＦケーブル１１点購入の支出について
95,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＡタップの購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 無停電電源装置用バッテリー　購入の支出について
23,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール外　購入の支出について
40,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ドローン部品外購入の支出について
129,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
72,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 消火ポンプ呼水槽漏水補修工事の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ポンプ室排水弁補修工事の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザー複合機修繕の支出について
32,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校説明会案内送付（１０／２３）に係る送料の支出について
73,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３Ｉ視聴覚行事付添教員入場料（１０／２４）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピュータ購入の支出について
181,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 １リットルマス外　購入の支出について
14,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外購入の支出について
858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 丸椅子　外購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デスクオルガン専用椅子　購入の支出について
10,945

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 冬芝の種　外購入の支出について
74,827

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室照明取替補修工事の支出について
286,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室屋上排風機補修工事の支出について
736,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自火報設備補修工事の支出について
79,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 和室コンセント増設工事の支出について
151,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室冷蔵倉庫冷却装置取替工事の支出について
979,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 各所漏水補修工事の支出について
451,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス修繕工事の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 水道管補修工事の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館２階電気科扉修繕工事の支出について
399,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外倉庫補修工事の支出について
201,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 体育館　階段室土間改修工事の支出について
741,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 電話機移設・増設工事の支出について
299,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 バレー支柱購入の支出について
180,939

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 合奏用アコーディオン（テナー）、他購入の支出について
396,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ロッカー購入の支出について
82,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 事務用回転椅子　購入の支出について
62,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 二つ折りマット　購入の支出について
52,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 テレビ　外購入の支出について
207,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オルガン購入の支出について
330,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 図書室閲覧用椅子購入の支出について
248,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プリンター　購入の支出について
184,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機購入の支出について
343,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
123,640
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機　購入の支出について
348,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 洗濯乾燥機購入の支出について
156,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント購入の支出について
126,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ペダルティンパニー　購入の支出について
279,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 大型ゴミ箱　購入の支出について
74,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 作業用テーブル購入の支出について
127,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電動パンチ　購入の支出について
130,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 （コロナ対策用）アルコール消毒液　の　購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用サーキュレーター外の購入の支出について
127,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール購入の支出について
23,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 培養土　外４件　購入の支出について
43,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用アルコール除菌液の購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用ノータッチディスペンサー外購入の支出について
27,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
2,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用ブックエンド購入の支出について
9,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育実施にかかる教職員の施設入園料の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育神戸どうぶつ王国付添職員入園料の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育の付添職員入館料（１０月２７日）の支出について
19,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 コロナ対策用　空気清浄機購入の支出について
374,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デスクパーテーション外２点の購入の支出について
284,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＵＳＢ変換ケーブル購入の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 レターケース　購入の支出について
19,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 書画カメラ　購入の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 情報端末タブレット　外購入の支出について
123,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン購入の支出について
351,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレットＰＣ用ドリル教材購入の支出について
332,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語教材ソフト「基礎英語ＬＥＡＤ」購入の支出について
71,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ウエブカメラ　購入の支出について
12,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン購入の支出について
135,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 問題集データ　購入の支出について
4,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 「わくわくさんすう　問題集　１年　下」外　購入の支出について
137,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ購入の支出について
92,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 日本英語技能検定検定料（３年）の支出について
310,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 情報端末タブレット　外購入の支出について
59,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ購入の支出について
199,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 閲覧机　購入の支出について
340,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 短焦点型液晶プロジェクター　購入の支出について
261,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「のりものくらべ」外　購入の支出について
235,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語特別授業にかかる講師謝礼の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外購入の支出について
49,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニトリル手袋エクストラソフト　外の支出について
63,891

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＥＤライト芯材　購入の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食器洗浄機修理部品　購入の支出について
832,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 材木（角材）外　購入の支出について
37,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミング教材　購入の支出について
213,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 扇風機　購入の支出について
85,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
114,125
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 波板外購入の支出について
28,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット購入の支出について
16,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ　外購入の支出について
42,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡　外購入の支出について
65,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付ｗｅｂカメラ購入の支出について
32,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 重曹外購入の支出について
18,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ　購入の支出について
157,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ほうき外購入の支出について
9,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーセロハン　購入の支出について
12,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 みょうばん　外　購入の支出について
70,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　外　購入の支出について
41,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付ウェブカメラ他購入の支出について
48,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「あたらしいこくご一・下」外　購入の支出について
34,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピーポート外購入の支出について
271,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙パッキン　外　購入の支出について
52,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外　購入の支出について
65,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外　購入の支出について
5,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土外購入の支出について
32,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー　外　購入の支出について
73,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセットの購入の支出について
46,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　購入の支出について
69,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付ＷＥＢカメラ他購入の支出について
41,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テント用荷重プレート購入の支出について
176,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軟膏　外　購入の支出について
52,941

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外５点　購入の支出について
45,254

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外購入の支出について
50,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール外購入の支出について
54,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 変換アダプター外９点購入の支出について
360,297

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　外　購入の支出について
56,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外購入の支出について
69,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調服　購入の支出について
45,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニッケル水素充電池購入の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙外購入の支出について
57,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゼッケン　外購入の支出について
327,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー　購入の支出について
18,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
224,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミホテルパン　ほか　購入の支出について
66,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外　購入の支出について
39,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダンスリストバンド　外　購入の支出について
23,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯のり外購入の支出について
148,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外の購入の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外の購入の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トライアングルビーター　外購入の支出について
34,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 遠隔学習機ＷＥＢカメラ他購入の支出について
43,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
85,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
7,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレス拡声器　購入の支出について
94,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験学習にかかる講師への記念品購入（１０／２７の支出について
6,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ外購入の支出について
70,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー外購入の支出について
75,589

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レバーハンドル購入の支出について
104,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機　購入の支出について
21,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「たのしい学校生活１年」外　購入の支出について
388,218

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸し器購入の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ　購入の支出について
53,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　外購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム　外の購入の支出について
19,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外購入の支出について
28,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙購入の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 人工芝マット外購入の支出について
86,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外購入の支出について
55,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キャプチャーボード外購入の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 四つ切色画用紙外購入の支出について
75,131

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク　外　購入の支出について
27,379

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土購入の支出について
20,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 剪定鋏　外購入の支出について
79,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台補充インク外購入の支出について
72,483

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 毎日新聞（Ｒ２年４月～Ｒ２年９月分）購入の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙Ｂ４外　購入の支出について
81,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 入力支援機器、外購入の支出について
13,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベルトポールパーティションの購入の支出について
51,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームベスト購入の支出について
28,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
44,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン　購入の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーシナベニヤ板　外購入の支出について
115,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量ねんど　外　購入の支出について
55,209

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
97,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 飛沫感染防止用アクリル板（２０枚）購入の支出について
100,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 綿外購入の支出について
85,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 四線黒板外購入の支出について
274,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上蓋式Ｕ字溝外の購入の支出について
103,851

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外購入の支出について
82,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 回転釜の蓋の購入の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水書用筆　外　購入の支出について
49,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 中型ホッチキス　外　購入の支出について
303,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラほか購入の支出について
42,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図工指導用つやだしニス外購入の支出について
83,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 乾電池　外　購入の支出について
68,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯　購入の支出について
26,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
71,121

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土落としマット購入の支出について
130,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミングロボット購入の支出について
165,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット　購入の支出について
13,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室電気設備補修工事の支出について
49,775
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器消毒保管庫　修理の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室空調機不具合修理の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
90,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
50,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
14,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
54,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 シュレッダー修理の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
8,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 充電式生垣バリカン修理の支出について
12,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動缶切機修理の支出について
28,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサ修理の支出について
15,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガスフライヤー修理の支出について
18,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プレハブ冷蔵庫修理の支出について
12,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン修理の支出について
41,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校務支援パソコン修理の支出について
46,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
69,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
14,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 修学旅行にかかる緊急タクシー代の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年　校外学習にかかる交通費及び入場料の支出について
2,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機　外リサイクル家電回収料の支出について
15,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 全校オリエンテーリングにかかる参加児童交通費の支出について
16,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫廃棄にかかる家電リサイクル・収集運搬料の支出について
1,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就健の書類送付に伴う郵便切手購入（１０／２６）の支出について
39,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機家電リサイクル回収運搬料　外の支出について
1,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外活動にかかる参加児童交通費（１０／２７）の支出について
17,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 乾燥機廃棄にかかる家電リサイクル料・収集運搬料の支出について
1,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 修学旅行にかかる緊急タクシー代の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年秋の遠足児童入場料・交通費（１０／２７）の支出について
65,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年校外学習児童交通費及入場料等（１０／２７）の支出について
38,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断資料送付に伴う郵便切手購入の支出について
7,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫廃棄にかかる家電リサイクル・収集運搬料の支出について
4,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機　外リサイクル家電回収料の支出について
9,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 乾燥機廃棄にかかる家電リサイクル料・収集運搬料の支出について
2,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機家電リサイクル回収運搬料　外の支出について
2,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場側溝・会所清掃業務委託の支出について
228,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
189,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 苦汁散布業務委託の支出について
99,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定業務委託の支出について
231,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木の剪定業務委託の支出について
132,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場ラインテープ撤去外業務委託の支出について
294,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除作業業務委託の支出について
77,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 側溝・会所清掃業務委託の支出について
385,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫駆除業務委託の支出について
52,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 空調室内機熱交換器洗浄の支出について
89,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 空調機分解洗浄業務委託の支出について
172,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場側溝・敷地内会所清掃業務委託の支出について
200,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ＧＨＰ空調機分解清掃作業業務委託の支出について
455,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
187,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 １１月左専道運動場使用料（１０月２６日）の支出について
180,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年　校外学習にかかる交通費及び入場料の支出について
2,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ５年校外学習児童交通費及入場料等（１０／２７）の支出について
258,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ５年秋の遠足児童入場料・交通費（１０／２７）の支出について
6,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年体験活動にかかる施設使用料（１０／２７）の支出について
3,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行付添教員シーカヤック体験料　１０／２８の支出について
5,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 １１月　真田山野球場使用料（１０／２７）の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ルーター借入の支出について
18,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 衣類乾燥機　購入の支出について
58,014

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スクリーンつい立て購入の支出について
55,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 印刷機　購入の支出について
374,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 学習教材用ノートパソコン　購入の支出について
253,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ティンパニ購入の支出について
104,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「えいごのじかん」外　購入の支出について
290,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「東大ナゾトレ」外購入の支出について
302,685

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育　講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 公立高校入試問題ＤＢ購入の支出について
23,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触式体温計外購入の支出について
282,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スポットクーラー　外　購入の支出について
37,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルニコ磁石　外購入の支出について
55,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
38,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コードリール外購入の支出について
31,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 携帯用拡声機　外　購入の支出について
66,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石鹸外購入の支出について
240,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリップ式ハンガー（交換用）購入　の支出について
32,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外　購入の支出について
33,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
20,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオ　購入の支出について
22,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー　購入の支出について
20,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷＥＢカメラ　購入の支出について
34,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外　購入の支出について
44,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 無指向型マイク・スピーカー購入の支出について
18,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 管理作業員用空調服　購入の支出について
16,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　外　購入の支出について
70,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入学案内一覧　他　購入の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 審判用マスク　外　購入の支出について
20,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 製版用原紙購入の支出について
69,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 国語科授業用図書「全国高校入試問題正解」外購入の支出について
33,166
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
39,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 全判画用紙　購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コットンツイル外　購入の支出について
49,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
23,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入試問題工房　ほか購入の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性顔料マーカー外の購入の支出について
15,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量粘土外購入の支出について
23,507

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色模造紙外購入の支出について
68,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 空調作業服　購入の支出について
33,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル温湿度計の購入の支出について
15,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
10,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ウェブカメラ外購入の支出について
52,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ティッシュペーパー外購入の支出について
32,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク　外　購入の支出について
49,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 床用油外購入の支出について
123,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アイプレート外購入の支出について
12,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪日日新聞（４月～９月）購読料の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　外購入の支出について
14,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 合唱楽譜「ハートのアンテナ」外の購入の支出について
105,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
38,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きｗｅｂカメラ外購入の支出について
34,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 文化交流にかかる消耗品の購入（１０／２６）の支出について
24,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 はんだ吸い取り線外購入の支出について
205,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
71,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 下水道使用料（９月分）の支出について
85,547

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス破損修理の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 南門鉄扉補修工事の支出について
86,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 物置修理の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 階段サッシ補修工事の支出について
23,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アルトサックス外修理の支出について
63,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機液晶修理の支出について
35,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プール女子更衣室鍵修理の支出について
31,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育教官室換気扇修理の支出について
27,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内放送システム修理の支出について
97,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックス外　修理の支出について
29,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 修学旅行にかかる緊急タクシー代の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 運動会物品運搬業務委託の支出について
72,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 テント外レンタル料の支出について
275,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 携帯用拡声機　外　購入の支出について
133,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 製氷機　購入の支出について
274,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー　外　購入の支出について
194,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「義男の空」外購入の支出について
334,602

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「リアルサイズ古生物図鑑」外購入の支出について
254,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「君たちは今が世界」他購入の支出について
16,131

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「世界史ＯＮＭＡＰ」外購入の支出について
257,703
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「なるにはＢＯＯＫＳ」外図書室用図書購入の支出について
261,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　ほか　購入の支出について
101,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 無線ＬＡＮルーター購入の支出について
59,989

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液　購入の支出について
7,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 毎日新聞外購読料（４～９月）の支出について
36,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸購入の支出について
360,503

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 キーボード用電源アダプタ―外購入の支出について
25,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞外購読料（４～９月分）の支出について
67,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール購入の支出について
47,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 産経新聞購読料（４～９月分）の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 薬用液体せっけん　他　購入の支出について
14,757

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞他購読料の支出について
43,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 裸圧着端子外購入の支出について
29,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 版画絵具　外　購入の支出について
16,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ絞り器　他　購入の支出について
11,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドソープ　購入の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外　購入の支出について
18,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　購入の支出について
19,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他　購入の支出について
19,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドソープ外購入の支出について
47,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 体育用バドミントンスライドフック他購入の支出について
42,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書　トコトンやさしい水道の本　外購入の支出について
33,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館エキスパンション部天井漏水補修工事の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ディスプレイ　修理の支出について
20,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　損害保険料 全科体験入学参加生徒傷害保険料の支出について
23,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 男子トイレ小便器自動水栓補修工事の支出について
327,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東校舎防火扉補修工事の支出について
93,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消防設備補修工事の支出について
206,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４階便所天井給水管補修工事の支出について
154,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室扉窓ガラス補修工事の支出について
12,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防犯カメラ補修工事の支出について
165,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール槽立上り及び洗体槽塗装工事の支出について
594,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 渡り廊下天井部外漏水補修工事の支出について
220,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館天井照明取替補修工事の支出について
770,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火ポンプ漏水補修工事の支出について
187,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室シンク漏水補修工事の支出について
69,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電気錠施設補修工事の支出について
305,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス漏れ補修工事の支出について
9,922

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多機能電話設備補修の支出について
352,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 ガス給湯器取替工事の支出について
125,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給食調理室ボイラー取替に伴うガス改修工事の支出について
476,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 保健室洗濯パン設置改修工事の支出について
101,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 プールサイド遮熱シート設置工事の支出について
866,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　　　ミシンの購入の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ランニングマット　購入の支出について
57,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ロングマット購入の支出について
231,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ビブラフォン購入の支出について
393,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 充電式マルノコ　購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 簡易テント　購入の支出について
244,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 エンジンチェーンソー購入の支出について
49,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電気陶芸窯の購入の支出について
262,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ジャンボペール購入の支出について
103,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 アルミ割蓋　購入の支出について
176,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
126,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 図工指導用絵画作品乾燥棚購入の支出について
65,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタル身長体重計購入の支出について
397,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ　購入の支出について
154,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アルコール消毒液購入の支出について
44,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 新型コロナ感染対策用手指消毒用アルコール購入の支出について
39,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用飛沫感染予防パーテーション　購入の支出について
72,339

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用ベッド　外の購入の支出について
32,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ビニールシート　の購入の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 手指消毒剤購入の支出について
35,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオレコーダーの購入の支出について
17,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用透明ビニールシート　外　購入の支出について
86,133

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 基本線練習器の購入の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 消火器購入の支出について
41,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 ９月分使用料　　　　　　　　　　　　　　の支出について
1,418,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 簡易実物投影機　購入の支出について
238,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 算数習熟プリント１年生外購入の支出について
137,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ブックスタンド　外　購入の支出について
127,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 第４２回日本キャリア教育研究学会研究大会参加費の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪３年」外購入の支出について
1,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 塗料　の購入の支出について
11,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ｅラーニング学習教材ソフト　購入の支出について
390,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 五線譜マグネットシート　購入の支出について
24,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教科書「あたらしいこくご一上」外購入の支出について
19,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 図書室図書管理用ソフト購入の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 大阪府公立高等学校一般選抜赤本　外　購入の支出について
10,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 発表ボード外購入の支出について
162,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレットケース、外　購入の支出について
172,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ購入の支出について
32,877

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　購入の支出について
21,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 発表ボード　外　購入の支出について
20,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プログラミングロボ　購入の支出について
298,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ購入の支出について
79,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター購入の支出について
269,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 第４２回日本キャリア教育研究学会研究大会参加費の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ他　購入の支出について
213,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オージオメーター外購入の支出について
70,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生垣バリカン用替刃外購入の支出について
41,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水きり　外購入の支出について
72,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミングロボット外購入の支出について
174,960
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
195,099

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画和紙　外購入の支出について
54,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土　外　購入の支出について
39,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット　外　購入の支出について
29,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外購入の支出について
70,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マットレス　外購入の支出について
149,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
82,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マット外購入の支出について
170,302

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調服　購入の支出について
31,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
35,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ｗｅｂカメラ外購入の支出について
85,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塩化マグネシウム購入の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 装飾用テープ　外　購入の支出について
90,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 吊り下げ式名札購入の支出について
89,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ　購入の支出について
56,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤　購入の支出について
46,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調服購入の支出について
25,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウェブカメラ　他　購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型電子体温計　購入の支出について
38,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　外購入の支出について
100,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルタイマー　外の購入の支出について
93,157

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チャイルドキャリア購入の支出について
47,234

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 温湿度計　外　購入の支出について
60,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール台車外購入の支出について
22,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール購入の支出について
11,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＡＮケーブル　の購入の支出について
3,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸　購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スピーカー＆アンプ内蔵型マイク　２台　購入の支出について
68,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスライサー用替えベルト　外購入の支出について
18,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク　外の購入の支出について
68,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外の購入の支出について
46,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム他購入の支出について
61,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　外購入の支出について
67,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水道レバーハンドル　購入の支出について
78,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　外購入の支出について
18,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボンドフリーハサミ外購入の支出について
14,685

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
47,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
131,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＷＥＢカメラ　他　購入の支出について
42,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
35,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓上透明パーティション　ほか購入の支出について
94,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外　購入の支出について
49,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オルガン　カバー　購入の支出について
34,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土ねんど　外　購入の支出について
198,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 寝具セットほか購入の支出について
136,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーテーション　購入の支出について
316,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピーポート外購入の支出について
87,833

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 運動会座席用トラロープ外購入の支出について
141,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きウェブカメラ　購入の支出について
60,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根　外購入の支出について
21,087

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
71,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 　耳鏡　外購入の支出について
61,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 展示パネル外購入の支出について
377,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット　購入の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチック枠ルーペ　外購入の支出について
97,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外購入の支出について
24,349

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーテーション　外購入の支出について
67,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 天ぷら入　外　購入の支出について
92,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ　外　購入の支出について
97,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
102,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ　購入の支出について
41,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット　購入の支出について
7,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 草刈機購入の支出について
22,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点ペン外　購入の支出について
42,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きウェブカメラ外購入の支出について
41,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カートリッジインク　外購入の支出について
19,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ外購入の支出について
20,469

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ用マグネット掛図購入の支出について
11,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー紙ねんど外購入の支出について
26,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「あたらしいこくご一下」外購入の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サージカルマスク外　購入の支出について
9,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 尿石除去剤　購入の支出について
13,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根外購入の支出について
24,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
44,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 補修用電池　購入の支出について
84,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 能の強化事業　Ｗｅｂカメラ外の購入にかかる支出について
61,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンロ　購入の支出について
153,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 吐物処理剤　外購入の支出について
43,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウェブカメラ外購入の支出について
63,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調服　外購入の支出について
29,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペレニアルライグラス購入の支出について
78,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボタン電池　外購入の支出について
103,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導者用デジタル教科書購入の支出について
399,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きウェブカメラ　購入の支出について
79,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 糸のこ刃　外購入の支出について
30,933

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ　購入の支出について
43,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラッグポール　外購入の支出について
36,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパクトコードリール　購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書購入の支出について
217,283

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根　外　購入の支出について
26,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テレフォンアーム　購入の支出について
4,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブロック外の購入の支出について
39,380
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 飛沫防止用透明板　購入の支出について
166,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水栓レバーハンドル　購入の支出について
188,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
163,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　外購入の支出について
68,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
263,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エアーコンプレッサー　他　購入の支出について
126,137

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゼムクリップ外購入の支出について
35,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大型テレビ　他購入の支出について
40,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紅白大玉購入の支出について
40,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷＥＢカメラ　外　購入の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー購入の支出について
27,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援教育学習教材購入の支出について
65,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土外購入の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塩化ベンザルコニウム外購入の支出について
36,421

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用インク　購入の支出について
15,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計外購入の支出について
183,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙皿　外　購入の支出について
39,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤　外　購入の支出について
233,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 便座除菌クリーナー外　購入の支出について
315,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ９月分使用料　　　　　　　　　　　　　　の支出について
97,515,263

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂出入口ガラス入替工事の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 小便器自動水栓補修工事の支出について
110,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関扉丁番補修工事の支出について
99,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 学習室　ガス栓修理工事の支出について
6,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋上旗ポール国旗玉取替補修工事の支出について
47,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室廊下側窓ガラス入替工事の支出について
3,597

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 更衣室照明スイッチ補修工事の支出について
8,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 スピーカー配線補修工事の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器消毒保管庫修理の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
11,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサ修理の支出について
74,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
99,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電気錠動作不良修理の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 男子トイレ小便器自動センサー修理の支出について
52,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 液晶プロジェクター修理の支出について
29,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
75,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
15,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＧＨＰ室内機補修の支出について
151,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 換気扇取替補修の支出について
21,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理用　回転釜　修理の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
78,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
31,900
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 シュレッダー修理の支出について
95,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費の支出について
47,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機　リサイクル法に基づく回収料金　外の支出について
1,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年戦跡めぐりにかかる参加児童交通費の支出について
6,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機のリサイクル料及び回収料の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年大阪体験学習にかかる参加児童交通費、外の支出について
4,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年体験学習（１０／２８）にかかる児童交通費及の支出について
22,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１０／２８の支出について
3,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 学年合同遠足にかかる交通費（１０／２８）の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断書類送付に伴う郵便切手購入の支出について
11,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年大阪体験学習にかかる参加児童交通費、外の支出について
2,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる児童交通費（１０月２８日）の支出について
9,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機のリサイクル料及び回収料の支出について
2,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機　リサイクル法に基づく回収料金　外の支出について
2,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ガス点検調査手数料の支出について
2,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
143,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 給食室廻り会所・排水管通管清掃業務委託の支出について
147,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去業務委託の支出について
167,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定作業業務委託の支出について
262,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ＧＨＰ室内機洗浄業務委託の支出について
471,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 テント等運搬・撤収にかかる業務委託の支出について
35,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定及び害虫防除作業業務委託の支出について
147,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学に伴うプラネタリウム観覧料（１０／２８の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ２年体験学習（１０／２８）にかかる児童交通費及の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年大阪体験学習にかかる参加児童交通費、外の支出について
6,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ２年大阪体験学習にかかる参加児童交通費、外の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント購入の支出について
376,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型テレビ　他購入の支出について
199,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ミスト発生装置　購入の支出について
223,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント　購入の支出について
382,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ外購入の支出について
129,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オージオメーター外購入の支出について
192,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「どれみふぁけろけろ」外　購入の支出について
354,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「やまたのおろち」外購入の支出について
370,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「災害・防災図鑑」外購入の支出について
385,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験用薬品　購入の支出について
9,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ステープラー用針　ほか購入の支出について
29,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シグナルケーブル　外　購入の支出について
87,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パルム用丸ゴム　外　購入　の支出について
102,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 目薬　外　の購入の支出について
16,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石けん購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ジャンボチョーク外購入の支出について
78,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きｗｅｂカメラ　購入の支出について
19,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
47,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　購入の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ　外　購入の支出について
112,167
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 釘　外の購入の支出について
180,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール　他　購入の支出について
64,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 接眼レンズ購入の支出について
123,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（Ｂ４）外　購入の支出について
29,843

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 美術資料大阪府版　外　購入の支出について
25,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外　購入の支出について
68,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール用バッグ購入の支出について
3,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液の購入の支出について
112,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
26,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 経口補水液購入の支出について
14,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックスモップ外購入の支出について
111,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー　外　購入の支出について
82,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書管理ソフト　購入の支出について
97,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルＡＶアダプタ　購入の支出について
25,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管外購入の支出について
103,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外　購入の支出について
62,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドピアノ補助キャスター　購入の支出について
37,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トス用安全ネット外購入の支出について
79,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 オンライン学習用ヘッドセット　購入の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラの購入の支出について
82,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液の購入の支出について
100,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 三脚　外の購入の支出について
20,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触式体温計　外　購入の支出について
200,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バトミントンシャトル　購入の支出について
37,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー　購入の支出について
59,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 修正液外２０点の購入の支出について
111,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙外購入の支出について
39,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子　外　購入の支出について
40,913

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール　外　購入の支出について
87,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 加湿空気清浄機購入の支出について
297,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 住宅家具用洗剤　購入の支出について
6,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液　購入の支出について
200,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塩化ベンザルコニウム液外　購入の支出について
30,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レンズ付きフィルム購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック　外購入の支出について
140,173

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダーの購入の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 透明マスク　購入の支出について
1,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計購入の支出について
28,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
54,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「高校受験ガイドブック」外購入の支出について
73,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤　購入の支出について
25,263

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外　の購入の支出について
89,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット購入の支出について
7,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスファンヒーター購入の支出について
163,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自動水栓　購入の支出について
379,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー購入の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 飛沫防止パーテーション　購入の支出について
399,230
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
62,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付スピーカー購入の支出について
15,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＷＥＢカメラ　購入の支出について
55,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀灯　外購入の支出について
48,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷インク　購入の支出について
35,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ドアクローザー　購入の支出について
38,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリルパーテーション外購入の支出について
216,711

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アリ用殺虫剤購入の支出について
58,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 絵具セット　外　購入の支出について
65,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 竹ひご　外購入の支出について
47,293

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き用パウダー購入の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外購入の支出について
91,731

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷用インク　外　購入の支出について
62,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 ９月分使用料　　　　　　　　　　　　　　の支出について
62,161,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 空調機補修工事の支出について
12,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室照明器具取替補修工事の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室用手洗い排水管補修工事の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子入替工事の支出について
20,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 便器修理工事の支出について
62,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 理科室実験台漏水補修の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスクラリネット　修理の支出について
6,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 運動場放送設備システム修理の支出について
163,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート　外修理の支出について
160,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 オートークレーブの修理の支出について
56,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタルタイマー修理の支出について
22,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬代の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
30,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布作業業務委託の支出について
72,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去清掃業務委託の支出について
126,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 水冷チラー　ガス漏れ調査　業務委託の支出について
327,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定業務委託の支出について
217,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ借入の支出について
42,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　購入の支出について
302,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント　購入の支出について
215,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「あなたに似た人」他購入の支出について
312,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書『空の探検記』外購入の支出について
265,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
82,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 帯鋸盤用替刃　購入の支出について
16,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＭＸコントローラー　外　購入の支出について
285,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ３Ｄプリンター　他　購入の支出について
31,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス強力補強金物Ｌ型アングル　外購入の支出について
52,893

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 　透明マスク　購入の支出について
6,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用トナーカートリッジ　外　購入の支出について
29,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 空調機用ステップモーター　購入の支出について
3,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 事務用椅子　購入の支出について
101,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触温度計　購入の支出について
36,960
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 Ａ４　ＯＯＰ袋（クリアパック）購入の支出について
4,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インパクトドライバー外購入の支出について
183,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 付箋　外　購入の支出について
31,587

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
154,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マイクロメータ他　購入の支出について
112,277

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　外　購入の支出について
38,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＨＰフィルム外購入の支出について
19,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 クラス写真プリントの支出について
92,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 ９月分使用料　　　　　　　　　　　　　　の支出について
14,522,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
914,941

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替及び増設工事の支出について
195,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送機器修理の支出について
23,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル手数料・収集運搬料の支出について
1,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル手数料・収集運搬料の支出について
2,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外体育館使用料（１０／２７）の支出について
87,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ３Ｄプリンター　他　購入の支出について
366,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「アルルカンと道化師」外　購入の支出について
82,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「首里の馬」　外　購入の支出について
69,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 液晶ライブラリーカレンダー　購入の支出について
30,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 美術室空調機修繕工事の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館５階ＬＬ教室漏水補修工事の支出について
286,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 美術室行埋設給水管漏水補修工事の支出について
209,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 手洗い場排水管漏水補修工事の支出について
524,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂窓ガラス割替工事の支出について
25,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４階トイレ壁面タイル補修工事の支出について
944,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 中庭木製橋補修工事の支出について
845,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 普通教室空調設備（ＧＨＰ）分解補修工事の支出について
50,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂コンセント漏電補修工事の支出について
348,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４階男子便所小便器センサー不良修理工事の支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関フロア扉補修工事の支出について
89,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎防火扉誤発報補修工事の支出について
43,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎２階渡り廊下部天井外漏水補修工事の支出について
918,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上プールサイド熱交換塗料塗装工事の支出について
730,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 保健室前系統消火管漏水補修工事の支出について
689,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂３階各所漏水補修工事の支出について
539,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館パラペット補修工事の支出について
121,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関出入口鉄扉補修工事の支出について
72,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館３階女子トイレ自動水栓取替補修工事の支出について
60,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 屋上プール照明器具鳥よけ取付工事の支出について
110,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給食室屋外冷蔵庫用コンセント設置工事の支出について
14,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ミランスポンジマット外購入の支出について
221,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ購入の支出について
173,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 サイクルポートの購入の支出について
204,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 洗濯乾燥機　購入の支出について
96,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 照明灯　購入の支出について
49,302

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ポジショニングバギー　購入の支出について
175,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 フラットライト　購入の支出について
105,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 管理作業員休養室用エアコン購入の支出について
126,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 はね上げ式作品乾燥棚　購入の支出について
69,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 アルミワンタッチテントの購入の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 かんたんテント購入の支出について
309,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ガスファンヒーター購入の支出について
175,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スタッキングカート購入の支出について
92,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ハーモニーディレクター購入の支出について
115,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ソプラノサクソフォン　購入の支出について
177,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 簡易テント購入の支出について
17,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 ポスターカラー　外の購入の支出について
37,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用電子体温計外の購入の支出について
30,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用アクリルパーテンション外購入の支出について
57,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用ベッド他購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワックスモップ用替シート　外購入の支出について
22,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用手袋外の購入の支出について
30,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 園芸用土　外の購入の支出について
42,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用マウスシールド外の購入の支出について
19,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 新型コロナ対策用アルコールスプレー外購入の支出について
47,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 コロナ対策用ベッド他購入の支出について
83,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ　購入の支出について
47,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ふせん外　購入の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究用図書　購入の支出について
9,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プログラミング教材購入の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 スクリーン　外　購入の支出について
319,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 国語習熟プリント　外　購入の支出について
8,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 指導資料購入の支出について
31,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　購入の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
148,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 大型液晶テレビ外購入の支出について
180,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液　外　購入の支出について
39,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
36,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸購入の支出について
160,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラの購入の支出について
48,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レンズ交換式デジタル一眼カメラ外購入の支出について
67,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホテルパン　外　購入の支出について
66,277

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計購入の支出について
82,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外購入の支出について
244,903

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用網戸　購入の支出について
399,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
52,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外購入の支出について
34,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット　購入の支出について
19,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポーツ用石灰（ラインパウダー）　購入の支出について
17,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウレタンマットレス外購入の支出について
144,787

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙　外　購入の支出について
26,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 椅子　外　購入の支出について
305,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン購入の支出について
148,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩ変換アダプター　外　購入の支出について
69,960
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 かゆみ止め　外　購入の支出について
38,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 黄ボール紙外購入の支出について
87,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料購入の支出について
14,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 授業用電卓　購入の支出について
115,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外購入の支出について
54,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール除菌液　外購入の支出について
78,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラ板　外　購入の支出について
10,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サーキュレーター外購入の支出について
136,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 すべり止め付きマット購入の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エレベーター乗場押しボタン購入の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール　外　購入の支出について
77,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラ板　外購入の支出について
74,427

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　他　購入の支出について
99,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯　購入の支出について
92,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 一輪車の購入の支出について
276,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン石灰購入の支出について
17,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　購入の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はさみ外購入の支出について
155,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防菌剤　外　購入の支出について
18,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の種　外購入の支出について
23,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 りんご皮むき器外　購入の支出について
16,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液　外　購入の支出について
19,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
67,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量紙粘土　外の購入の支出について
24,013

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 速乾接着剤　外　購入の支出について
207,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウェブカメラ　外　購入の支出について
74,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 糸のこ刃ほか購入の支出について
33,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書購入の支出について
26,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリエチレン手袋外購入の支出について
88,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レターケース　購入の支出について
32,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外購入の支出について
133,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「新しい国語」外　購入の支出について
361,207

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防草用シート外購入の支出について
28,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子オルゴール外購入の支出について
84,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
76,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタートナー　購入の支出について
185,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 応急冷却剤他購入の支出について
15,983

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 聴診器外購入の支出について
92,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ購入の支出について
44,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチロール棒瓶外購入の支出について
59,389

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体操マット外購入の支出について
139,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスコンロ　購入の支出について
9,889

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「国語１年上」外購入の支出について
8,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ナイロンコード購入の支出について
1,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 薬剤噴霧装置購入の支出について
38,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒アルコール　購入の支出について
37,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スピーカーアンプ内蔵型マイク　外　購入の支出について
150,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の球根　他　購入の支出について
19,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子ほか　購入の支出について
52,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電チェーンソー　他購入の支出について
67,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布地　の購入の支出について
15,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 靴シール購入の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土他購入の支出について
335,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビブラフォン用ドライバー他の購入の支出について
37,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却ベルト外購入の支出について
6,847

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
341,749

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤外購入の支出について
12,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 尿石防止剤　購入の支出について
26,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 足場板　購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　外購入の支出について
79,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バリカン　外１点購入の支出について
32,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外　購入の支出について
92,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ外購入の支出について
48,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙外購入の支出について
47,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベッドシーツ外購入の支出について
18,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　外　購入の支出について
123,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット購入の支出について
7,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーブック外購入の支出について
49,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室出入口鉄扉修理の支出について
28,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
10,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室照明器具補修工事の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 防排煙設備補修工事の支出について
97,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ボイラー修理の支出について
95,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 モニター付インターフォン修理の支出について
129,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オートクレープ　修理の支出について
18,018

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室蛇口部品修理の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 防炎スクリーン手動操作箱随閉押割板修理の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送室扉鍵修理の支出について
58,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
18,617

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修繕の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサ修理の支出について
15,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
14,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,043

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 身障者トイレ鍵外の修理の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機　修理の支出について
30,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断書類送付に伴う郵便切手購入の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年大阪体験学習にかかる参加児童交通費の支出について
4,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 交流作品展用作品郵送料（１０／２８）の支出について
2,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫家電リサイクル収集運搬料　外の支出について
1,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学の参加児童交通費外（１０／２９）の支出について
4,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費及び入場料の支出について
13,056
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健康診断資料郵送用郵便切手の購入の支出について
6,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年　社会見学に係る児童交通費の支出について
13,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫収集運搬料の支出について
1,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 自然体験学習にかかる児童交通費（１０／２９）の支出について
15,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫家電リサイクル収集運搬料　外の支出について
4,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫収集運搬料の支出について
4,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場側溝外清掃業務委託の支出について
82,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定業務委託の支出について
132,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
74,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 給食室空調機の清掃業務委託の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行付添教員　忍者博物館入館料　外の支出について
3,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年社会見学の参加児童交通費外（１０／２９）の支出について
12,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる参加児童交通費及び入場料の支出について
24,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 ４年生校外学習にかかる船賃借料（１０／２９）の支出について
100,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ことばあそびのえほん」外　購入の支出について
386,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「あらしのよるに」　外　購入の支出について
218,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「太陽へとぶ矢」外購入の支出について
7,837

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 翻訳絵本（７巻）さがしてみつけて外の購入の支出について
301,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ハンカチともだち」外購入の支出について
10,931

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 朱肉　外の購入の支出について
157,254

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　外　購入の支出について
52,811

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 糸のこ替刃　外　購入の支出について
76,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 はんだクリーナー　購入の支出について
26,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット　購入の支出について
26,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン石灰購入の支出について
20,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナーカートリッジ　購入の支出について
55,891

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 標識ロープ他購入の支出について
16,874

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 不織布マスク　外購入の支出について
230,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トップコート他購入の支出について
15,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 漢検過去問題集２０２０年度版購入の支出について
29,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー段ボール外購入の支出について
73,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
62,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サーキュレーター購入の支出について
245,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ウェットティッシュ外購入の支出について
19,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ｗｅｂカメラ購入の支出について
25,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラープリンター　外　購入の支出について
37,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴムホース外購入の支出について
20,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　購入の支出について
52,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 半紙　外　購入の支出について
15,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー外の購入の支出について
83,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 　マイク付きスピーカー外購入の支出について
21,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 入試問題集　外購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 救急絆創膏　外　購入の支出について
106,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 曲がるストロー　外　購入の支出について
6,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰（ラインパウダー）購入の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「大阪府高校入試問題集」外　購入の支出について
76,152
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルプリンターテープカートリッジ外購入の支出について
126,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル　他購入の支出について
62,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球練習球　外　購入の支出について
71,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コールドスプレー外購入の支出について
31,009

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイアレスマイク　外購入の支出について
36,609

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電気半田ごて　外　購入の支出について
73,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット用三脚スタンド　購入の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学級旗用布地　外　購入の支出について
22,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 放電式記録　外　購入の支出について
40,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触式体温計　購入の支出について
23,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード外購入の支出について
89,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ５０色おりがみ　外　購入の支出について
17,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク他購入の支出について
80,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 バックネット防護マット取替補修工事の支出について
199,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２年２組教室窓ガラス補修工事の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
8,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修（西館４階廊下）の支出について
8,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トロンボーン修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子ピアノ修理の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 管楽器修理の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 多機能電話機液晶修理の支出について
51,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 パワーアンプ修理の支出について
8,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
30,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律にかかる手数料の支出について
26,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布　業務委託の支出について
161,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 トイレ清掃作業業務委託の支出について
142,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 会所外清掃　業務委託の支出について
275,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行にかかる付添教員入館料（１０／２８）の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタルミキサー購入の支出について
150,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型液晶テレビ外購入の支出について
180,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 箏　購入の支出について
259,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　外　購入の支出について
133,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット端末　購入の支出について
371,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 問題集「全国大学入試問題正解」　ほか　購入の支出について
92,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スパークライター替石　外購入の支出について
203,319

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スモーク専用液　購入の支出について
35,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 かぜ薬　外　購入の支出について
23,409

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 エンドミル　他　購入の支出について
105,391

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 密閉形Ｎｉ－Ｃｄ蓄電池購入の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 名刺用紙　ほか　購入の支出について
87,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 　体温計　購入の支出について
51,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 エアコン補修工事の支出について
90,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書『合唱』他　購入の支出について
39,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 芝生用種子　外購入の支出について
37,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 グラウンド手洗い場止水栓補修工事の支出について
247,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室パン戸棚補修工事の支出について
972,620
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防排煙シャッター補修工事の支出について
341,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 渡り廊下屋根補修工事の支出について
137,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館　誘導灯補修工事の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関インターホンシステム補修工事の支出について
356,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関出入口扉ガラス入替工事の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場スピーカー取付配線補修工事の支出について
528,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室前土間補修工事の支出について
374,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２・３階手洗い給水管漏水補修工事の支出について
997,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 天井漏水補修工事の支出について
473,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館トイレタイル補修工事の支出について
972,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ用加圧ポンプ漏水補修工事の支出について
568,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂扉　他建具補修工事の支出について
132,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 熱感知器取り換え工事の支出について
53,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 補給水槽ボールタップ補修工事の支出について
28,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室手摺補修工事の支出について
85,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上フェンス補修工事の支出について
197,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室　外　照明器具取替補修工事の支出について
399,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上漏水補修工事の支出について
440,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 体育館防球ネット取付工事の支出について
423,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 プロジェクター壁掛設置工事の支出について
88,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 多目的室空調設備設置工事の支出について
709,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
170,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 エコノミーサービスワゴン　購入の支出について
42,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機購入の支出について
364,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 エンジンブロア購入の支出について
41,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 校長室椅子購入の支出について
103,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ロングマット購入の支出について
125,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 絵画乾燥棚　購入の支出について
53,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 コースロープ　購入の支出について
74,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 立奏用鉄琴の購入の支出について
208,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 卓球台購入の支出について
102,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 エンジン草刈機購入の支出について
31,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタル身長計　購入の支出について
57,519

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 アコーディオン購入の支出について
87,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 歯鏡　外　購入の支出について
31,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 　木工用接着剤外の購入　の支出について
6,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色画用紙外　購入の支出について
63,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ購入の支出について
24,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 職員室用ＯＡタップ外購入の支出について
28,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 新型コロナ対策用アルコール除菌液外購入の支出について
13,033

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 電気使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
5,274,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 誘導灯　取替工事の支出について
83,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教育環境醸成講話にかかる講師謝礼金の支出について
37,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 算数科講演会等にかかる講師謝礼金の支出について
12,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 公開授業・講演会に伴う講師謝礼の支出について
21,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 Ｔｅａｍｓオンライン研修会にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援事業研究討議会・講演会講師謝礼の支出について
23,840
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ４年研究授業指導助言にかかる講師謝礼金の支出について
18,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 クラブ活動部研修会指導助言における講師謝礼金の支出について
15,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国語科研究授業参観，討議会における講師謝礼の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＩＣＴ活用授業にかかる講師料の支出について
10,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校改革Ｐ会議にかかる講師謝礼（１０／９分）の支出について
21,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル教材　購入の支出について
200,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコールジェル　購入の支出について
6,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 キャンバスバッグ　購入の支出について
25,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 早ね早おき朝５分ドリル小１算数外購入の支出について
358,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　図書購入費 　学校図書室用図書購入の支出について
195,617

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 １０月分実習講師謝礼の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 稲刈り体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ビオトープクラブにかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育（５年）の講話にかかる講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育（５・６年）の講話にかかる講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権学習にかかる講師謝礼の支出について
9,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 在日外国人教育の指導にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和太鼓演奏学習時の講師謝礼の支出について
5,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年人権教育学習にかかる講師謝礼（１０／５分）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権総合学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業参観及び指導助言等に関する講師謝礼金の支出について
61,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平和教育にかかる講師謝礼金（１０／８）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平和教育にかかる講師謝礼金（１０／８）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習にかかる講師謝礼金の支出について
11,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ふれあい学習（黒門市場）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年修学旅行に関わる看護師謝礼金の支出について
36,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年理科等授業にかかる講師謝礼金（９月分）の支出について
51,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４・５年生　課内実践教育にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 修学旅行にかかる看護師謝礼の支出について
38,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 林間学習にかかる指導員謝礼金の支出について
22,489

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 修学旅行にかかる看護師謝礼金の支出について
38,571

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 林間学習にかかる看護師謝礼金の支出について
32,229

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年一泊移住にかかる看護師謝礼金の支出について
32,071

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 総合的な学習「盲導犬」にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 将棋クラブ活動にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平和教育にかかる講師謝礼金（１０／８）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 修学旅行付添看護師謝礼（一泊二日）の支出について
34,339

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域学習行事にかかる講師謝礼金の支出について
6,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 林間学習にかかる看護補助員謝礼金の支出について
44,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年授業研究会にかかる講師謝礼の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 泊を伴う行事に関わる指導員の謝礼金の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国文化についての学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 泊を伴う行事に関わる指導員の謝礼金の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 泊を伴う行事に関わる看護師の謝礼金の支出について
28,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習「盲導犬とのふれあい」講師謝礼金の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活指導研修会にかかる講師謝礼金の支出について
23,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年平和学習にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 性・生教育授業講演会講師謝礼金の支出について
9,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液購入の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸購入の支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外　購入の支出について
150,077

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー　外　購入の支出について
107,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ　他購入の支出について
70,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土外購入の支出について
27,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゼッケンベスト購入の支出について
36,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド　購入の支出について
53,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウェブカメラ　購入の支出について
99,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外購入の支出について
36,729

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
41,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 牛糞　他　購入の支出について
4,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 泥落としマット購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式クリーナー　買入の支出について
14,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 真砂土外の購入の支出について
59,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー購入の支出について
27,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 柄杓　外購入の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰水　他　購入の支出について
84,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰購入の支出について
20,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　外購入の支出について
239,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーブック外購入の支出について
119,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白ケント紙他購入の支出について
76,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ザル外購入の支出について
51,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「漢字イラストカード１年」外の購入の支出について
23,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外購入の支出について
44,913

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量紙粘土　外　購入の支出について
50,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書室用ノートパソコン外購入の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 うすい塩酸　外の購入の支出について
166,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 足ふきマット購入の支出について
104,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 救急鞄外　購入の支出について
119,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外　購入の支出について
62,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトペンインクほかの購入の支出について
96,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ　他購入の支出について
14,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＷＥＢカメラ　購入の支出について
57,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 散水チューブ　外　購入の支出について
18,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
37,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易ベッド　外　購入の支出について
35,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タイルカーペット　外　購入の支出について
197,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
289,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計　購入の支出について
99,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リトマス試験紙　外　購入の支出について
257,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷＥＢカメラ他購入の支出について
39,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　ほか　購入の支出について
70,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　外　購入の支出について
15,983

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシールの購入の支出について
16,390
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調服　外　購入の支出について
52,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料購入の支出について
24,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用冊子どの子もわかる算数プリント　外購入の支出について
15,549

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援教育用図書「日本の歴史」購入の支出について
16,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　購入の支出について
23,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土購入の支出について
26,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土　外　購入の支出について
61,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル温度計ほか購入の支出について
15,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー　外　購入の支出について
29,481

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フェイスシールド外購入の支出について
268,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 温湿度計外購入の支出について
123,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土の購入の支出について
7,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール外購入の支出について
112,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「教科書算数プリント１年」外購入の支出について
22,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 イメージドラム　購入の支出について
70,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＳＢヘッドセット　購入の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,237,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具　補修工事の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室ガラス入れ替え工事の支出について
12,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス入替補修工事の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 会所陥没部及埋没部配管補修工事の支出について
132,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス取替工事の支出について
27,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １－１廊下窓ガラス補修工事の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
17,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
40,277

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 壁掛け型電気時計修理の支出について
56,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
38,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
33,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜　修理の支出について
12,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫点検調整修理の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
27,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動缶切機修理の支出について
32,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費および施設見学料の支出について
14,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機　収集運搬料外の支出について
1,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる児童交通費（１０／３０）の支出について
12,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健診資料送付にかかる郵送料（１０／２９）の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１０／３０の支出について
16,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる参加児童交通費外の支出について
11,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 エアコンリサイクル料外の支出について
3,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機　収集運搬料外の支出について
2,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 エアコンリサイクル料外の支出について
990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定作業業務委託の支出について
240,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除業務委託の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年社会見学にかかる参加児童交通費外の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる参加児童交通費および施設見学料の支出について
12,960
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ソファーベッド　購入の支出について
125,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコンの購入の支出について
85,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 非接触体温計　外購入の支出について
158,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書室用ノートパソコン外購入の支出について
103,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用児童書「運命のはじまり編」外購入の支出について
39,014

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 性教育特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育に関する講話にかかる講師謝礼金の支出について
5,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権講話にかかる講師謝礼（１０／１３）の支出について
6,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 特別教育外部講師「ＥＮＪＯＹ！英活」講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
394,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書　購入の支出について
76,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄部用塗料外購入の支出について
55,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リトマス紙外購入の支出について
69,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ他購入の支出について
51,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量粘土　外　購入の支出について
90,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 足踏み式ディスペンサーの購入の支出について
214,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計　外　購入の支出について
165,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ピアノ専用椅子購入の支出について
30,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー　購入の支出について
81,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ　外の購入の支出について
29,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リバーシブルシャツ購入の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パーティション外購入の支出について
145,901

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック外購入の支出について
66,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール外の購入の支出について
217,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪府高校入試問題集外購入の支出について
33,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドポイント外購入の支出について
242,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビーボール購入の支出について
31,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓上透明パーティションほか　購入の支出について
100,529

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液　他５点　購入の支出について
351,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ごみ箱外　購入の支出について
73,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指用アルコール（液体）　購入の支出について
78,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 影絵劇ＤＶＤ　購入の支出について
36,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鋸替刃外購入の支出について
10,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布薬　外購入の支出について
21,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石鹸液　外　購入の支出について
282,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
628,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２階普通教室窓ガラス入替補修工事の支出について
10,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機修理の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 体育大会物品運搬料の支出について
30,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル料の支出について
1,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル料の支出について
4,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行付添にかかるレンタサイクル外　使用料の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫購入の支出について
74,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全自動高圧蒸気滅菌器　購入の支出について
313,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーテーション　購入の支出について
390,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「１日１ページ、読むだけで身につくの支出について
174,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ずるいおやつ」外購入の支出について
376,667
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「暗号クラブ１」外購入の支出について
166,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（１０月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液　購入の支出について
39,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 室内基板購入の支出について
26,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆他購入の支出について
143,594

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール紐他　購入の支出について
76,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ふらん瓶　他　購入の支出について
27,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
57,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アパレルプロッタ用紙購入の支出について
36,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットベース外　購入の支出について
26,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 模擬実践様式「仕訳帳」　外　購入の支出について
52,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
619,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館１階進路指導室照明器具取替補修工事の支出について
19,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 日商簿記検定試験受験料の支出について
90,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外運動場使用料（１０／２９）の支出について
102,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 検診用歯鏡購入の支出について
32,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カウベル　外購入の支出について
5,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館誘導灯取替補修工事の支出について
45,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室軽量シャッター　補修工事の支出について
165,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール底面部分塗装補修工事の支出について
198,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階廊下庇裏漏水補修工事の支出について
957,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多機能電話設備補修工事の支出について
327,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 インターホン取替補修工事の支出について
218,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 グラウンド埋設給水管漏水補修工事の支出について
209,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食調理室物資保管庫引戸補修工事の支出について
86,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 クロス真空計　外　購入の支出について
111,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー購入の支出について
262,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー　購入の支出について
56,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 図書管理用パソコン購入の支出について
140,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 絵具の購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,376,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　購入の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用ビニールシートロール外の購入の支出について
165,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コロナ対策用非接触型体温計　購入の支出について
6,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル手数料、収集運搬料の支出について
1,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
90,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル手数料、収集運搬料の支出について
2,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター　他購入の支出について
43,802

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 生漆　他の購入の支出について
198,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 総合学習教材購入の支出について
58,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 閲覧椅子　購入の支出について
240,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ホワイトボード外購入の支出について
135,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 「指導と評価の一体化」のための　購入の支出について
990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 液晶テレビ外購入の支出について
28,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル気体測定器購入の支出について
277,387
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 国語学習ドリル　購入の支出について
96,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 家庭学習用教材「小１特訓ドリル全科」外購入の支出について
242,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 放電記録紙　他　購入の支出について
30,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＡＶアダプタ　外購入の支出について
29,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 書画カメラ　外購入の支出について
261,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 時計模型外購入の支出について
70,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 パソコン入力コンクール受験料の支出について
21,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ外購入の支出について
185,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 一生モノの学級経営力をつける研修会参加費の支出について
3,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 備品購入費　図書購入費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サーキュレーター　購入の支出について
15,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小型方位磁石外の購入の支出について
255,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　外　購入の支出について
97,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビブス購入の支出について
132,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易ソファーベット外の購入の支出について
95,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たわし　外　購入の支出について
10,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液外　購入の支出について
261,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
362,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指ソフトシーネ（Ｌサイズ）外３点購入の支出について
20,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子購入の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指用消毒アルコール　購入の支出について
65,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大型扇風機ほか購入の支出について
113,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレス機器外購入の支出について
49,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ外購入の支出について
58,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク外　購入の支出について
141,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布団セット　購入の支出について
18,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡の購入の支出について
105,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　購入の支出について
64,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ外購入の支出について
44,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い指導パネル　外購入の支出について
54,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台外購入の支出について
172,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計購入の支出について
137,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
62,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーテーション　購入の支出について
112,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け扇風機購入の支出について
157,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクパネル　購入の支出について
8,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付Ｗｅｂカメラ　他購入の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計購入の支出について
93,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耳鏡外購入の支出について
31,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーしなベニヤ板　外　購入の支出について
53,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ購入の支出について
57,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポンポン　他購入の支出について
93,267

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式バリカン　購入の支出について
10,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校外学習にかかるスタンプラリーカード購入の支出について
6,900



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水栓レバーハンドル購入の支出について
24,739

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外　購入の支出について
62,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スマートウォッチ　購入の支出について
49,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミベンチ購入の支出について
59,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 南京錠外購入の支出について
105,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 民族衣装外購入の支出について
31,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調服（ベスト）購入の支出について
17,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（９月分）　　　　　　　　　の支出について
1,068,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バット外購入の支出について
99,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ディスポエプロン外購入の支出について
124,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　購入の支出について
71,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パルスオキシメーター　購入の支出について
24,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耳鏡外購入の支出について
210,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
107,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤプレーヤー外購入の支出について
107,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外　購入の支出について
215,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　購入の支出について
82,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付Ｗｅｂカメラ購入の支出について
49,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 視力検査器用リモコン外購入の支出について
33,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ　外１点　購入の支出について
47,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 遮眼子　外購入の支出について
19,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 遮眼子　他購入の支出について
3,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スライドクリップ外購入の支出について
55,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｅｂカメラ　外１点　購入の支出について
58,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計購入の支出について
264,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク（ＷＭ－８４００）購入の支出について
91,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 時計指導ボード　外　購入の支出について
147,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　外　購入の支出について
131,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石けん液外購入の支出について
103,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外　購入の支出について
151,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク購入の支出について
165,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用ハンドジェル外購入の支出について
20,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄棒補助パッド購入の支出について
41,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易ベッド購入の支出について
36,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計購入の支出について
77,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 案内板　購入の支出について
37,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パルスオキシメーター購入の支出について
22,581

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸　買入の支出について
128,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動草刈機　外購入の支出について
25,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耳鏡　外　購入の支出について
390,093

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計購入の支出について
220,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「子どもの権利　次世代につなぐ」ほか購入の支出について
27,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソファーベットの購入の支出について
17,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリルパーテーション　購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウェブカメラ　他購入の支出について
65,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 吊り下げ名札　外　購入の支出について
128,414
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸外購入の支出について
15,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易ベッド　外　購入の支出について
175,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付Ｗｅｂカメラ　購入の支出について
2,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 分度器　外購入の支出について
32,813

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ルクス計外５点購入の支出について
42,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スピーカー・アンプ内蔵型マイク　購入の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　外購入の支出について
180,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙外購入の支出について
60,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯外購入の支出について
60,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
36,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
24,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子外購入の支出について
43,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミング教材購入の支出について
157,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てガウン　購入の支出について
15,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　外の購入の支出について
155,089

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリルパーティション　購入の支出について
231,594

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調服　購入の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液の購入の支出について
10,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 イレイザー　外　購入の支出について
107,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デッキブラシ外　購入の支出について
117,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
85,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
21,245,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キッチンスポンジ　外購入の支出について
90,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「新しい国語　三下」外購入の支出について
66,643

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液　外　購入の支出について
8,613

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク、他購入の支出について
98,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　購入の支出について
77,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水仙　外　購入の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　外　購入の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰水外購入の支出について
29,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 飛沫感染防止用アクリル板　購入の支出について
68,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外購入の支出について
58,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液外購入の支出について
128,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書　国語１年下巻　指導編　他購入の支出について
114,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸　購入の支出について
396,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 飛沫防止透明パーテーション　購入の支出について
80,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ざる外　購入の支出について
137,641

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジー苗　他購入の支出について
53,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
28,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
17,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
29,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室照明器具取替補修工事の支出について
19,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
545,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替補修工事の支出について
12,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １・２階多目的トイレ床　補修工事の支出について
99,429

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室水栓漏水　補修工事の支出について
67,980
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具補修工事の支出について
45,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プロジェクター修理の支出について
198,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガスフライヤー修理の支出について
47,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子ピアノ　修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
61,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
109,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 台下冷凍庫修理の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜バーナー部修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動缶切機修理の支出について
23,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 玄関壁掛け型デジタル時計　修理の支出について
115,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
40,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
28,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内放送卓修理の支出について
50,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
47,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
316,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,944,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健診関係書類送付に伴う送料（１０／３０）の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機収集運搬料　外の支出について
1,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル運搬料外の支出について
5,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる参加児童交通費（１１／２）の支出について
10,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習（１１／２）にかかる参加児童交通費の支出について
10,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 林間学習にかかる緊急タクシー代の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 就学時健診資料送付に伴う郵送料（１０／３０）の支出について
10,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
164,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機収集運搬料　外の支出について
2,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 リーディングスキルテスト受験料の支出について
217,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル運搬料外の支出について
1,089

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
60,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 第二グランドにがり散布作業業務委託の支出について
79,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プログラミング授業業務委託の支出について
297,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 南天満庭球場第３コート使用にかかる使用料の支出について
71,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
312,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーテーション　購入の支出について
134,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全自動高圧蒸気滅菌器の購入の支出について
335,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 簡易ソファーベット外の購入の支出について
73,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 譜面台外購入の支出について
141,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 診察用寝台　購入の支出について
41,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
214,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 洗濯乾燥機　外　購入の支出について
199,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「竜巻のサバイバル」外購入の支出について
131,221

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「色鉛筆でかわいい動物」外購入の支出について
204,649

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
33,620
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ことわざ絵本」外購入の支出について
216,899

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書『日本の歴史　第３期』外　購入の支出について
170,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体温計の購入の支出について
75,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用洗剤外購入の支出について
57,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水栓レバーハンドル　購入の支出について
199,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー　購入の支出について
23,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
60,297

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク用ゴムひも　外　購入の支出について
48,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
9,395,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ウェブカメラ　他購入の支出について
58,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（９月分）　　　　　　　　　の支出について
499,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビーボール　他購入の支出について
249,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 扇風機購入の支出について
17,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール　外　購入の支出について
29,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 経口補水液　購入の支出について
12,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 液体泡せっけん　購入の支出について
30,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
89,661

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 赤外線体温計購入の支出について
63,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石鹸　外　購入の支出について
320,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリルガッシュ　外　購入の支出について
64,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シンバル　外購入の支出について
45,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　の購入の支出について
28,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機インク　他購入の支出について
382,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＡチェアー購入の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋外購入の支出について
131,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 植物用活力液　他購入の支出について
49,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 顕微鏡購入の支出について
351,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子ステープラー購入の支出について
52,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車の購入の支出について
58,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 加湿器購入の支出について
298,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防球ネット　外　購入の支出について
61,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チョークケース　ほか購入の支出について
68,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 固形石鹸外購入の支出について
36,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 四ツ目キリ（大）ほか購入の支出について
63,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール　外　購入の支出について
264,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーキルト外購入の支出について
45,547

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色紙　外　購入の支出について
52,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗用石鹸液購入の支出について
50,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外　購入の支出について
31,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　他購入の支出について
127,281

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パーテーションスタンド外購入の支出について
388,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ外購入の支出について
47,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却水リザーブタンク用カバー　外購入の支出について
5,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 昇降式ＰＣワゴン購入の支出について
13,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液外購入の支出について
347,495
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入学案内一覧（近畿版）外購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール他購入の支出について
38,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マウスシールド購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク付きＷｅｂカメラ　外　購入の支出について
42,991

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 　レバー式水栓　購入の支出について
52,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンド式扇風機外の購入の支出について
59,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋外購入の支出について
147,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
264,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え　修繕工事の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 第３電気室　冷水循環器　漏水補修工事の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 電気錠取替補修工事の支出について
151,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３号館屋上エキスパン部漏水補修工事の支出について
107,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
153,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
42,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット　外　修理の支出について
145,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
17,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,430,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
34,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 リーディングスキルテスト受検料の支出について
361,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「和太鼓公演」業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 蒲生公園（野球場）使用料１１月分（１０／３０）の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行付添教員　水族館入場料の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
358,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アコーディオンつい立　購入の支出について
280,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アコーディオンつい立て購入の支出について
151,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 製氷機　購入の支出について
275,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アクリルボードパネル　購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
51,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　ベネッセ新修国語辞典　外　購入の支出について
261,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 Ａ４ＰＰＣ用紙　ほか　購入の支出について
143,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（９月分）　　　　　　　　　の支出について
35,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 サンデイングベルト　他の購入の支出について
13,783

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 大学過去問題集（赤本）外　購入の支出について
89,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液容器　購入の支出について
8,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 七宝絵の具　購入の支出について
19,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンラケット外購入の支出について
19,767

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク外購入の支出について
16,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙外購入の支出について
25,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 除藻剤　購入の支出について
52,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク　他　購入の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電源コード　外　購入の支出について
33,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スマートプラグ　他の購入の支出について
34,650
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール他購入の支出について
34,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク　他の購入の支出について
8,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アメリカンレーキ　購入の支出について
12,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,397,017

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 エアー式バーナー　他　購入の支出について
28,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドゴールネット外購入の支出について
47,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトフライングディスク購入の支出について
30,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 刈込鋏　ほか　購入の支出について
18,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アンツーカー　購入の支出について
132,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 エアホース（ワンタッチカプラー付き）　他の支出について
19,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 集塵機他購入の支出について
75,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 止水弁漏水補修工事の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 防火扉補修工事の支出について
30,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ビッカース硬度計　修理の支出について
26,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
403,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
24,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託（７～９月分）の支出について
58,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習に伴う付添職員施設使用料の支出について
18,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
105,733

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 短焦点プロジェクター　購入の支出について
114,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「クスノキの番人」外　購入の支出について
134,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室自火報設備補修工事の支出について
46,547

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室扉補修工事の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明スイッチ修理工事の支出について
7,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２階教室　天井漏水補修工事の支出について
154,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火受水槽ボールタップ取替工事の支出について
116,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎４階　普通教室扉取替補修工事の支出について
357,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上防水補修工事の支出について
198,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 男子トイレ自動フラッシュバルブ取替工事の支出について
136,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 パソコン教室　空調装置整備工事の支出について
821,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室前廊下窓ガラス補修工事の支出について
9,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関電気錠　補修工事の支出について
220,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室屋上排風機補修工事の支出について
314,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室排水通管工事の支出について
159,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南校舎１階女子トイレ漏水補修工事の支出について
35,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 テニスコート整地補修工事の支出について
458,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上防水補修工事の支出について
394,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 保健室外照明器具取替工事の支出について
143,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰエアコン　室内機修繕工事の支出について
344,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２階女子トイレフラッシュバルブ修理工事の支出について
152,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室等照明補修工事の支出について
37,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 分電盤補修工事の支出について
97,856
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内放送設備補修工事の支出について
69,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階女子トイレ照明スイッチ補修工事の支出について
38,841

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 男子トイレ小便器詰まり及び漏水修繕外工事の支出について
257,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎　小便器　自動水栓補修工事の支出について
275,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館雨漏れ補修工事の支出について
798,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南校舎グランド放送配線補修工事の支出について
242,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 普通教室照明器具増設工事の支出について
53,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 運動場北側フェンスメッシュシート設置工事の支出について
260,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 教材提示用「書画カメラ」購入の支出について
46,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 図書室用ノートパソコン　購入の支出について
128,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 つい立てパーテーション　購入の支出について
85,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 エアーコンプレッサー　購入の支出について
64,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オージオメーターの購入の支出について
102,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　　　書架の購入の支出について
137,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 充電式ブロワ　購入の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ハンドゴール購入の支出について
205,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 絵画作品乾燥棚購入の支出について
75,440

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
37,760

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
10,376

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
1,835,908

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
4,825,495

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
85,350

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
2,300

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
237,663

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,440

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,326

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
6,177

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,180

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
30,511

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
2,040

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
540

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
5,850

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,680

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
2,220

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,080

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,900

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
64,990

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
360

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
17,188

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
3,580

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
2,790

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,320

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
17,760

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,010

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
28,491

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
7,266

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
22,093
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教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
35,020

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
12,490

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
29,153

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
460

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
560

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
12,560

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
2,960

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,540

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,284

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
10,307

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管外出張旅費の支出について
12,196

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
81,208

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
16,621

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
3,033,964

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
16,621

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
260

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
16,621

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
2,317,747

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
16,638

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,810

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
2,460

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
6,655,673

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,389,886

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
29,836

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
2,440

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
457,489

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,814

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
290

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
131,760

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
11,298

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
174,862

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管外出張旅費の支出について
31,190

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
1,938,852

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管外出張旅費の支出について
31,025

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
5,485,221

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
53,520

消防局 総務課 令和02年10月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用　消防局寝具（包布）借入（単価契約）経費の支出について（８月分）
522,720

消防局 総務課 令和02年10月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用　救急安心センター業務用　消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について（８月分）
33,759

消防局 総務課 令和02年10月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用　救急安心センター業務用　消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について（８月分）
3,015,804

消防局 総務課 令和02年10月02日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用　電話使用料（広報パソコンプロバイダ料）の支出について（８月分）
2,728

消防局 総務課 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　航空隊基地水道料金の支出について（８月分）
1,938

消防局 総務課 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（あべのシャルム３室分）の支出について（９月分）
8,256

消防局 総務課 令和02年10月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　電話使用料（まいしまイリジウム）の支出について（８月分）
5,900

消防局 総務課 令和02年10月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 ヘリ動態管理用　データサービス利用料（航空隊イリジウム）の支出について（８月分）
39,982

消防局 総務課 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（小川ハイツ２室分）の支出について（９月分）
5,504

消防局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 庁舎管理用　ＬＰＧ料金の支出について（９月分）
19,455

消防局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　道頓堀出張所電気・水道料金の支出について（９月分）
358,083
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消防局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 総務課用　管外出張旅費の支出について（消防行政にかかる打合せ）
59,560

消防局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　消防局（総務課）ほか１か所カラーデジタル複合機の経費の支出について（９月分）
32,002

消防局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　地域冷暖房ガス料金の支出について（９月分）
8,147

消防局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
55,140

消防局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
34,711

消防局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
28,424

消防局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
421

消防局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,870

消防局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 警防活動用　高所カメラ（ＯＡＰ）電気料金の支出について（11月分）
16,650

消防局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（９月分）
7,155

消防局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　梅田出張所光熱水費の支出について（９月分）
282,021

消防局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,520

消防局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,035

消防局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
880

消防局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（小川ハイツ）の支出について（９月分）
2,752

消防局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,000

消防局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
23,640

消防局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（９月分）
7,154

消防局 総務課 令和02年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用・警防事務用　消防局（人事課）ほか６か所乾式デジタル複合機の経費の支出について（９月分）
51,319

消防局 総務課 令和02年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用・警防事務用　消防局（人事課）ほか６か所乾式デジタル複合機の経費の支出について（９月分）
39,417

消防局 総務課 令和02年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　警防事務用　消防局（総務課モノクロ）ほか３か所乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）に係る経費の支出について（９月分）
30,373

消防局 総務課 令和02年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　警防事務用　消防局（総務課モノクロ）ほか３か所乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）に係る経費の支出について（９月分）
36,541

消防局 総務課 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　北消防署ほか25か所　電気料金の支出について（９月分）
5,598,281

消防局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
107,449

消防局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　消防局庁舎下水道料金の支出について（９月分）
274,499

消防局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　令和２年度大阪市消防局庁舎清掃業務委託（長期継続）の経費の支出について（９月分）
913,000

消防局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 文書管理用　令和２年度大阪市消防局文書等逓送業務委託（長期継続）の経費の支出について（９月分）
496,598

消防局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　令和２年度大阪市消防局庁舎受付案内業務委託経費の支出について（９月分）
490,655

消防局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　令和２年度大阪市消防局庁舎ほか90か所産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）経費の支出について（９月分）
799,326

消防局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　阿倍野防災センター・南方面隊電気料金の支出について（９月分）
205,341

消防局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　令和２年度大阪市消防局庁舎ほか27か所古新聞等収集運搬再資源化処理業務委託（概算契約）経費の支出について（９月分）
55,946

消防局 総務課 令和02年10月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　西九条出張所電気料金の支出について（９月分）
223,330

消防局 総務課 令和02年10月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　高度専門教育訓練センター水道料金の支出について（８・９月分）
737,049

消防局 総務課 令和02年10月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　電話使用料（アイサットフォン・ＢＧＡＮ衛星携帯電話）の支出について（９月分）
27,782

消防局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 警防活動用　高所カメラ（あべのハルカス）電気料金の支出について（９月分）
33,000

消防局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用　電話使用料（局広報パソコン）の支出について（９月分）
5,467

消防局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 産業廃棄物用　令和２年度電子マニフェスト使用に伴う手数料の支出について（７～９月）
17,985

消防局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用　救急安心センター業務用　消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について（９月分）
32,670

消防局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用　救急安心センター業務用　消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について（９月分）
2,917,332

消防局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用　消防局寝具（包布）借入（単価契約）経費の支出について（９月分）
522,236

消防局 施設課 令和02年10月02日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　軽油（消防局）第２四半期に係る経費の支出について（８月分）
930,360

消防局 施設課 令和02年10月02日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 消防艇燃料用　軽油（消防局）第２四半期（水上消防署）に係る経費の支出について（８月分）
363,440

消防局 施設課 令和02年10月02日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（消防局）に係る経費の支出について（８月分）
3,723,904

消防局 施設課 令和02年10月02日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　揮発油（消防局）第２四半期に係る経費の支出について（８月分）
4,197,600

消防局 施設課 令和02年10月02日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 消防ヘリコプター用　燃料に係る経費の支出について（８月分）
1,391,247

消防局 施設課 令和02年10月02日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　軽油スタンド給油分（消防局）に係る経費の支出について（８月分）
1,058,069

消防局 施設課 令和02年10月02日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　此花消防署ほか２か所エレベーター保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（８月分）
191,950



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報

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

消防局 施設課 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　中央消防署非常用発電設備その他改修工事経費の支出について（前払金）
23,230,000

消防局 施設課 令和02年10月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　消防局庁舎（西消防署併設）薬液注入装置修理（その２）の経費の支出について
104,500

消防局 施設課 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　消防局（西消防署併設）ほか３か所エレベーター保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（８月分）
424,380

消防局 施設課 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　印刷製本費 庁舎整備用　工事図面（その２）印刷の経費の支出について
25,921

消防局 施設課 令和02年10月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　制服用名札の買入経費の支出について（第１納期分）
139,040

消防局 施設課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　消防職員バンド（新規採用者用）ほか１点の買入経費の支出について
176,000

消防局 施設課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　活動服用名札ほか１点の買入経費の支出について（第１納期分）
1,462,527

消防局 施設課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　階級標示章の買入経費の支出について
460,471

消防局 施設課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　階級章の買入経費の支出について
1,210,638

消防局 施設課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎（西消防署併設）施設維持管理業務委託　長期継続　の経費の支出について（令和２年８月分）
3,598,903

消防局 施設課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　港災害待機宿舎施設管理委託料の支出について（１０月分）
6,300

消防局 施設課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　中央消防署施設管理委託料の支出について（１１月分）
21,344

消防局 施設課 令和02年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　中央消防署東雲出張所空調機修理経費の支出について
221,100

消防局 施設課 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　ロッカーＡほか１５点の買入経費の支出について
1,160,500

消防局 施設課 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 災害活動用　第１種保安帽（銀色）ほか３点の買入経費の支出について（第１納期分）
1,999,360

消防局 施設課 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　北消防署梅田出張所施設管理委託料の支出について（１０月分）
378,086

消防局 施設課 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用　北消防署梅田出張所修繕積立金の支出について（１０月分）
105,024

消防局 施設課 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　ロッカーＡほか１５点の買入経費の支出について
935,000

消防局 施設課 令和02年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 災害活動用　防火衣上衣ほか１点の製造経費の支出について（第１納期分）
5,984,000

消防局 施設課 令和02年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 災害活動用　防火衣ズボンほか１点の製造経費の支出について（第１納期分）
5,500,000

消防局 施設課 令和02年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 災害活動用　第２種保安帽（白色）ほか１点の買入経費の支出について（第１納期分）
957,440

消防局 施設課 令和02年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 高所カメラ情報収集用　機器場所（ＯＡＰタワー）賃借料の支出について（１１月分）
7,700

消防局 施設課 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　編上靴（新規採用者用）の買入経費の支出について（第１納期分）
626,560

消防局 施設課 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　消防職員短靴（新規採用者用）ほか１点の買入経費の支出について（第１納期分）
439,560

消防局 施設課 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　防寒衣（ジャンパー型）（新規採用者用）の買入経費の支出について（第１納期分）
899,712

消防局 施設課 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 災害活動用　編み上げゴム長靴の買入経費の支出について（第１納期分）
1,372,800

消防局 施設課 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 消防ヘリコプター用　他空港給油分（耐空検査）に係る経費の支出について（９月分）（神戸空港）
48,400

消防局 施設課 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 災害対応用　災害待機宿舎（シティコーポ今福鶴見）管理委託・修繕積立金の支出について（１１月分）
6,700

消防局 施設課 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 災害対応用　災害待機宿舎（あべのシャルム）管理委託・修繕積立金の支出について（１１月分）
34,978

消防局 施設課 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　災害待機宿舎（小川ハイツ九条南）賃借料の支出について（１１月分）
274,000

消防局 施設課 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（グラーサ銀座イースト）賃借料の支出について（１１月分）
90,000

消防局 施設課 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（リリアンヌ）賃借料の支出について（１１月分）
93,000

消防局 施設課 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　航空隊施設敷地使用料の支出について（令和２年度分）
1,620,569

消防局 施設課 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（パレステュディオ四谷）賃借料の支出について（１１月分）
94,500

消防局 施設課 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　中央災害待機宿舎（セイワパレス大手前西）賃借料の支出について（１１月分）
105,000

消防局 施設課 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　分担金 災害対応用　災害待機宿舎（シティコーポ今福鶴見）管理委託・修繕積立金の支出について（１１月分）
14,200

消防局 施設課 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　分担金 災害対応用　災害待機宿舎（あべのシャルム）管理委託・修繕積立金の支出について（１１月分）
13,539

消防局 施設課 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　事務椅子Ａほか２点の買入経費の支出について
276,870

消防局 施設課 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　女性用活動服上衣Ａ（新規採用者用）ほか１点の買入経費の支出について（第１納期分）
159,280

消防局 施設課 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　令和２年度高度専門教育訓練センタープール浄化装置点検業務委託経費の支出について
55,000

消防局 施設課 令和02年10月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　女性用活動服上衣Ｂ（新規採用者用）ほか２点の買入経費の支出について
194,480

消防局 施設課 令和02年10月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　冬服上衣（新規採用者用）ほか１点の買入経費の支出について（第１納期分）
1,458,600

消防局 施設課 令和02年10月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　雨衣上衣（新規採用者用）ほか１点の買入経費の支出について（第１納期分）
985,600

消防局 施設課 令和02年10月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　冬帽（新規採用者用）ほか１点の買入経費の支出について（第１納期分）
646,800

消防局 施設課 令和02年10月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　活動帽（新規採用者用）の買入経費の支出について（第１納期分）
119,680

消防局 施設課 令和02年10月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　夏服上衣（新規採用者用）ほか１点の買入経費の支出について（第１納期分）
1,260,600

消防局 施設課 令和02年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　夏服ズボン（新規採用者用）の買入経費の支出について（第１納期分）
673,200
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消防局 施設課 令和02年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　女性用夏服ズボン（新規採用者用）の買入経費の支出について（第１納期分）
66,000

消防局 施設課 令和02年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　女性用冬服上衣（新規採用者用）ほか１点の買入経費の支出について（第１納期分）
111,100

消防局 施設課 令和02年10月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 災害活動用　防火衣の補修に伴う経費の支出について
1,854,930

消防局 施設課 令和02年10月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　防寒衣（コート型）（新規採用者用）の買入経費の支出について（第１納期分）
971,520

消防局 施設課 令和02年10月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 消防職員用　活動服上衣Ｂ（新規採用者用）ほか２点の買入経費の支出について（第１納期分）
2,739,000

消防局 施設課 令和02年10月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 災害活動用　防火衣用しころの製造に伴う経費の支出について
2,613,600

消防局 施設課 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　揮発油（消防局）第２四半期に係る経費の支出について（９月分）
3,777,840

消防局 施設課 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　鶴見消防署ほか１か所エレベーター保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（４月～９月分）
1,386,000

消防局 施設課 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　水上消防署エレベーター保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（４月～９月分）
372,900

消防局 施設課 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 庁舎管理用　生野消防署中川出張所用地賃借料の支出について（令和２年４月～９月分）
553,500

消防局 施設課 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 高所カメラ情報収集用　機器場所（あべのハルカス）賃借料の支出について（９月分）
132,000

消防局 施設課 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用　此花総合センタービル（此花消防署西九条出張所）管理業務に伴う分担金の支出について（４月～９月分）
66,540

消防局 施設課 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用　此花総合センタービル（此花消防署西九条出張所）管理業務に伴う分担金の支出について（消防設備共用部分修繕）
71,039

消防局 施設課 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用　此花総合センタービル（此花消防署西九条出張所）管理業務に伴う分担金の支出について（消防設備スプリンクラーポンプ緊急修繕）
11,840

消防局 予防課 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　印刷製本費 火災予防普及啓発用　小学生向け防火パンフレット「大阪市の消防」印刷経費の支出について
451,319

消防局 予防課 令和02年10月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報償費　報償金 防火管理等講習事業用　防火管理等講習に係る講師謝礼金の支出について（８月分）
865,150

消防局 予防課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 火災予防普及啓発用　大容量トナーカートリッジ（ＢＫ）ほか７点買入経費の支出について
264,165

消防局 予防課 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自主防災管理体制促進用　消防訓練指導業務委託経費の支出について（９月分）
16,834,125

消防局 予防課 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 防火管理等講習事業用　防火管理等講習受付案内業務委託経費の支出について（７月～９月）
286,440

消防局 予防課 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自主防災体制助長用　自主防災指導業務委託契約経費の支出について（令和２年９月分）
9,721,250

消防局 予防課 令和02年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 火災調査業務用　現場復元等見取図（様式第15号）の印刷経費の支出について
16,280

消防局 予防課 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 火災調査業務用　上質紙購入に伴う経費の支出について
36,300

消防局 予防課 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報償費　報償金 防火管理等講習事業用　防火管理等講習に係る講師謝礼金の支出について（９月分）
818,800

消防局 予防課 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 指定管理業務用　令和２年度大阪市立阿倍野防災センター管理運営業務経費の支出について（９月分）
7,075,204

消防局 規制課 令和02年10月02日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 規制課事務参考用　消防設備法令実務総覧（追録９４１－９４６号）の購入経費の支出について
313,146

消防局 規制課 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 消防用設備等　試験器具（普通騒音計）の検定受験経費の支出について
15,300

消防局 規制課 令和02年10月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 保安３法関係事務用　第一種製造者　特定の事業所用　危害予防規程の指針ほか７点の購入経費の支出について
40,679

消防局 規制課 令和02年10月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 備品購入費　図書購入費 保安３法関係事務用　第一種製造者　特定の事業所用　危害予防規程の指針ほか７点の購入経費の支出について
5,200

消防局 規制課 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報償費　報償金 規制課研修用　危険物・高圧ガス規制事務研修会開催に伴う講師謝礼金及び交通費の支出について
29,780

消防局 警防課 令和02年10月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 自動車登録用　自動車変更登録手数料５台分の経費の支出について
1,750

消防局 警防課 令和02年10月02日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　消防車（ＤＣ１１）ほか１台の車両整備業務委託の経費の支出について
61,820

消防局 警防課 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　アルカリ乾電池（単１）ほか３点の購入経費の支出について
342,344

消防局 警防課 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 防災情報・非常参集用　プロバイダ等使用料に係る経費の支出について（８月分）
7,249

消防局 警防課 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　回線（天王寺指令センター）利用料の支出について（令和２年９月分）
30,310

消防局 警防課 令和02年10月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救助訓練用　救助訓練用ロープＡほか２点の購入に伴う経費の支出について
881,650

消防局 警防課 令和02年10月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　非常参集共同サーバ使用料・ドメイン管理料に係る経費の支出について（８月分）
8,800

消防局 警防課 令和02年10月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　会費 職員研修用　安全管理者選任時研修受講経費の支出について
36,300

消防局 警防課 令和02年10月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報償費　報償金 消防情報システム用　消防局総合評価一般競争入札評価会議に伴う委員報償金の支出について
52,420

消防局 警防課 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 公課費　公課費 自動車整備用　９月分消防自動車等継続検査（警防課契約分）重量税４台分の経費の支出について
131,200

消防局 警防課 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 工事請負費　改修工事費 ヘリコプター「なにわ」1200時間以下点検及びサービスブリテン（SB）等経費の支出について
74,161,150

消防局 警防課 令和02年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　消防車両ポンプ装置保守点検整備（４）業務委託経費の支出について
2,412,300

消防局 警防課 令和02年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 備品購入費　機械器具費 救助活動用　張力計の購入に係る経費の支出について
292,270

消防局 警防課 令和02年10月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　損害保険料 消防活動用　消防業務賠償責任保険（ドローン機体及び補償）加入にかかる経費の支出について
109,100

消防局 警防課 令和02年10月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　消防車（ＳＴ２２２）の車両整備業務委託の経費の支出について
19,910

消防局 警防課 令和02年10月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 公課費　公課費 自動車整備用　９月分消防自動車等継続検査（警防課契約分）重量税３台分の経費の支出について
127,400

消防局 警防課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　電波法令集追録第56号ほか1点買入にかかる経費の支出について
7,700

消防局 警防課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 執務参考用　電波法令集追録第56号ほか1点買入にかかる経費の支出について
1,030
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消防局 警防課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　会費 職員研修用　急流水難救助対応研修の受講経費の支出について
44,500

消防局 警防課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　会費 職員研修用　ヘリコプター乗員向け不時着対応コース受講経費の支出について
63,800

消防局 警防課 令和02年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 職員研修用　ヘリコプター乗員向け不時着対応コースの受講に伴う旅費の支出について
37,160

消防局 警防課 令和02年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 警防課用　管外出張旅費の支出について（急流水難救助対応研修受講）
7,020

消防局 警防課 令和02年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　消防車等定期点検整備業務委託（その２）の経費の支出について
187,000

消防局 警防課 令和02年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 消防活動用　重機等特定自主検査整備業務委託の経費の支出について
212,381

消防局 警防課 令和02年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　トーイングトラクター６か月定期点検整備業務委託の経費の支出について
18,293

消防局 警防課 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　令和２年度救急車の定期点検整備、継続検査整備業務委託（概算契約）の経費の支出について「９月分」
745,373

消防局 警防課 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　令和２年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（２）業務委託（概算契約）の経費の支出について「９月分」
14,300

消防局 警防課 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　令和２年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（４）業務委託（概算契約）の経費の支出について「９月分」
66,000

消防局 警防課 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　令和２年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（３）業務委託（概算契約）の経費の支出について「９月分」
557,700

消防局 警防課 令和02年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 職員資格取得用　潜水士資格試験の受験手数料及びテキスト料の支出について（その３）
14,520

消防局 警防課 令和02年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 職員資格取得用　潜水士資格試験の受験手数料及びテキスト料の支出について（その３）
42,018

消防局 警防課 令和02年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 公課費　公課費 自動車整備用　９月分消防自動車等継続検査（警防課契約分）重量税１０台分の経費の支出について
738,000

消防局 警防課 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 大阪府広域災害・救急医療情報システム用　回線使用料（９月分）の支出について
4,959

消防局 警防課 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　令和２年度２５００分１精度地図データ借入経費の支出ついて（９月分）
1,298,880

消防局 警防課 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系ネットワーク用　平成２９年度ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
44,000

消防局 警防課 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系ネットワーク用　ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（消防局）一式　長期借入に係る経費の支出について（９月分）
20,268

消防局 警防課 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　消防情報システム業務用端末等一式長期借入に係る経費の支出について（９月分）
1,439,350

消防局 警防課 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成２８年度庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式　長期借入に係る経費の支出について（９月分）
680,436

消防局 警防課 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　令和２年度１万分１精度地図データほか２点借入経費の支出について（９月分）
220,000

消防局 警防課 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 初動消防活動支援システム用　初動消防活動支援システム端末等一式長期借入に係る経費の支出について（９月分）
93,225

消防局 警防課 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成30年度庁内情報利用パソコン等機器一式（消防局）長期借入経費の支出について（９月分）
1,028,893

消防局 警防課 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　令和元年度庁内情報利用パソコン等機器一式（消防局）長期借入経費の支出について（９月分）
1,117,776

消防局 警防課 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入経費の支出について（９月分）
1,170,056

消防局 警防課 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 大阪市消防局災害活動支援隊事務連絡用　通信費（後納料９月分）の支出について
2,688

消防局 警防課 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　損害保険料 自動車整備用　１１月分消防自動車等継続検査自動車損害賠償責任保険料25台分に係る経費の支出について
251,000

消防局 警防課 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 ヘリコプター運航用　航空気象情報提供業務委託（長期継続）の経費の支出について（９月分）
283,800

消防局 警防課 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 工事請負費　改修工事費 救助ホイスト用　クラッチほか１点の部品交換整備費の支出について
3,748,819

消防局 警防課 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　消防情報システムネットワークにかかる通信サービス使用料の支出について（９月分）
869,000

消防局 警防課 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 警防活動用　高圧ガス製造設備定期自主検査（２）業務委託の経費支出について
138,600

消防局 警防課 令和02年10月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 航空隊八尾基地警備用　航空隊八尾基地機械警備業務委託長期継続の経費の支出について（2020年7月、8月、9月分）
14,190

消防局 警防課 令和02年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　非常参集共同サーバ使用料・ドメイン管理料に係る経費の支出について（９月分）
8,800

消防局 警防課 令和02年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　令和２年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（１）業務委託（概算契約）の経費の支出について（９月分）
2,878,476

消防局 警防課 令和02年10月29日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　機械器具費 大震火災対策事業用　可搬式ポンプ収納庫買入経費の支出について
1,320,000

消防局 警防課 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 航空隊業務用　トナーカートリッジＡほか８点（その２）の購入経費の支出について
69,520

消防局 警防課 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　専用線・IP回線使用料の支出について（令和２年９月分）
325,600

消防局 警防課 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　大阪市緊急通報システム（NET119）サービスの利用料の支出について（９月分）
187,000

消防局 警防課 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供係る経費の支出について（９月分）
480,700

消防局 警防課 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　発信地システム使用料の支出について（９月分）
529,298

消防局 警防課 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　救急車（Ａ３８７）ほか２台の車両整備業務委託の経費の支出について
30,272

消防局 司令課 令和02年10月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 消防活動用　クリップボード購入経費の支出について
41,140

消防局 司令課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 指令情報センター業務用　ＯＡクリーナー詰替（その３）購入経費の支出について
81,180

消防局 司令課 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　キャップ磁石購入経費の支出について
26,647

消防局 北消防署 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　スマートフォン（２）修理に伴う経費の支出について
26,840

消防局 北消防署 令和02年10月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１２５）スターターモーター修理経費の支出について
85,800

消防局 北消防署 令和02年10月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２６０）エアコン修理に伴う経費の支出について
71,170
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消防局 北消防署 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　はしご車（Ｌ１４）ドレンバルブ修理経費の支出について
51,700

消防局 北消防署 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　浮田救急車（Ａ２９５）エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
6,050

消防局 北消防署 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 区震災訓練用　訓練用車両の借入に伴う経費の支出について
49,500

消防局 北消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
696

消防局 北消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
13,930

消防局 北消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
11,710

消防局 北消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
12,147

消防局 北消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,124

消防局 北消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,095

消防局 北消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１６６）タイヤ交換に伴う経費の支出について
15,950

消防局 北消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　電気衣類乾燥機（２）修理に伴う経費の支出について
15,785

消防局 北消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
880

消防局 北消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,522

消防局 北消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,600

消防局 北消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
18,000

消防局 北消防署 令和02年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　北本署救急待機室空調修理に伴う経費の支出について
14,410

消防局 北消防署 令和02年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパー買入に伴う経費の支出について
36,679

消防局 北消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　読売新聞買入の支出について（令和２年７月～令和２年９月分）
13,200

消防局 北消防署 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（９月分）
23,953

消防局 北消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
7,680

消防局 北消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 消防パートナー研修用　乾電池ほか５点買入（２）に伴う経費の支出について
16,005

消防局 北消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２６０）メインスイッチリレー修理経費の支出について
50,600

消防局 北消防署 令和02年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３３６）バッテリー交換に伴う経費の支出について
14,080

消防局 北消防署 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁内情報パソコン用　庁内情報パソコン用トナーカートリッジ（３）買入に伴う経費の支出について
163,680

消防局 北消防署 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１６１）ほか１台タイヤ交換に伴う経費の支出について
42,240

消防局 北消防署 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　本署救急車（Ａ３５１）ほか２台エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
18,150

消防局 北消防署 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　電動油圧救助器具修理に伴う経費の支出について
33,000

消防局 都島消防署 令和02年10月02日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５５）タイヤ交換に伴う経費の支出について
40,920

消防局 都島消防署 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３４５）ほか３台　定期点検（６ヵ月）整備業務委託に伴う経費の支出について
23,650

消防局 都島消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,022

消防局 都島消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
10,257

消防局 都島消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　潜水器具分解修理点検（第３期）に伴う経費の支出について
99,000

消防局 都島消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,070

消防局 都島消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　潜水器具分解修理点検（第３期）追加整備に伴う経費の支出について
26,400

消防局 都島消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　消防救急デジタル携帯無線機（情報担当１）ほか１台修理に伴う経費の支出について
59,620

消防局 都島消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ修理(2)に伴う経費の支出について
111,320

消防局 都島消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,200

消防局 都島消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　潜水スーツ修理に伴う経費の支出について
26,400

消防局 都島消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,777

消防局 都島消防署 令和02年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（９月分）
13,297

消防局 都島消防署 令和02年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 区震災訓練用　訓練用車両借入に伴う経費の支出について
64,900

消防局 都島消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　産経新聞買入に伴う経費の支出について（７月～９月分）
12,111

消防局 都島消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
10,190

消防局 都島消防署 令和02年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　直管蛍光灯（高周波点灯形）(2)買入に伴う経費の支出について
35,464

消防局 都島消防署 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
2,200

消防局 都島消防署 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
17,773

消防局 都島消防署 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
19,853
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消防局 都島消防署 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
2,840

消防局 都島消防署 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
252

消防局 都島消防署 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
1,400

消防局 都島消防署 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
1,880

消防局 福島消防署 令和02年10月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　上福島出張所水道管漏水修理の経費支出について
66,000

消防局 福島消防署 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　三角巾買入経費の支出について
62,700

消防局 福島消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
11,880

消防局 福島消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
14,278

消防局 福島消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,907

消防局 福島消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,553

消防局 福島消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,750

消防局 福島消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,850

消防局 福島消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
840

消防局 福島消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　消防救急デジタル携帯無線機（福島情担１）の修理経費の支出について
65,560

消防局 福島消防署 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　朝日新聞買入経費の支出について（７～９月分）
12,111

消防局 福島消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
570

消防局 福島消防署 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（９月分）
11,123

消防局 福島消防署 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　福島消防署５階男性トイレ手洗い修理の経費支出について
72,600

消防局 福島消防署 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　上福島出張所オーバーヘッドドア修理の経費支出について
39,996

消防局 此花消防署 令和02年10月02日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機西九条15修理に伴う経費の支出について
16,500

消防局 此花消防署 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（CC334）６か月定期検査整備業務委託に伴う経費の支出について
8,360

消防局 此花消防署 令和02年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　此花消防署ガス衣類乾燥機修理に伴う経費の支出について
58,630

消防局 此花消防署 令和02年10月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用　化学車（Ｃ６）圧力真空弁オーリング買入経費の支出について
1,100

消防局 此花消防署 令和02年10月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
9,856

消防局 此花消防署 令和02年10月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,670

消防局 此花消防署 令和02年10月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
184

消防局 此花消防署 令和02年10月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
17,686

消防局 此花消防署 令和02年10月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,528

消防局 此花消防署 令和02年10月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,162

消防局 此花消防署 令和02年10月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
336

消防局 此花消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞買入（令和２年７月分～９月分）経費の支出について
12,111

消防局 此花消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 区震災訓練用　訓練用車両の借入に伴う経費の支出について
49,500

消防局 此花消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
13,140

消防局 此花消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（９月分）
19,511

消防局 此花消防署 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　化学車（Ｃ６）センサー修理に伴う経費の支出について
21,648

消防局 此花消防署 令和02年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　食器用洗剤ほか４点買入に伴う経費の支出について
45,127

消防局 中央消防署 令和02年10月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）（その３）
374

消防局 中央消防署 令和02年10月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）（その３）
23,100

消防局 中央消防署 令和02年10月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）（その３）
3,023

消防局 中央消防署 令和02年10月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）（その４）
17,402

消防局 中央消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁内情報パソコン用　トナーカートリッジ（２）買入に伴う経費の支出について
136,400

消防局 中央消防署 令和02年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用　救急車（Ａ353）用バッテリー買入に伴う経費の支出について
18,920

消防局 中央消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　産経新聞（７月～９月分）の買入について
12,111

消防局 中央消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯型無線機（中央情担１）修理に伴う経費の支出について
65,560

消防局 中央消防署 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
4,337

消防局 中央消防署 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
9,345

消防局 中央消防署 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ２台修理に伴う経費の支出について
58,630



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報

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

消防局 中央消防署 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
4,000

消防局 中央消防署 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
10,097

消防局 中央消防署 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
9,000

消防局 中央消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（９月分）（上町出張所）
6,451

消防局 中央消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（９月分）（本署）
16,049

消防局 中央消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　本署救急隊用スマートフォン修理に伴う経費の支出について
25,960

消防局 中央消防署 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
4,464

消防局 中央消防署 令和02年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎衛生管理用　中央消防署産業廃棄物（粗大ごみ）処理業務委託に伴う経費の支出について
96,800

消防局 西消防署 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　可搬型無線機（西指揮１）修理経費の支出について
56,100

消防局 西消防署 令和02年10月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ修理(３)及び経費の支出について
22,000

消防局 西消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,790

消防局 西消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,180

消防局 西消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,489

消防局 西消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５０）エンジンオイル交換経費の支出について
6,050

消防局 西消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,960

消防局 西消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,260

消防局 西消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　リューザブル指センサー修理経費の支出について
49,940

消防局 西消防署 令和02年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　車載無線機（新町ＳＴ１６９）修理経費の支出について
110,000

消防局 西消防署 令和02年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 区震災訓練用　訓練用車両の借入経費の支出について
49,500

消防局 西消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 火災予防普及啓発用　啓発用チラシＡほか１点買入経費の支出について
24,860

消防局 西消防署 令和02年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　産経新聞買入(令和２年７月～９月分)及び経費の支出について
12,111

消防局 西消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
12,660

消防局 西消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（９月分）
14,511

消防局 港消防署 令和02年10月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　デジタル可搬型無線機（港指揮１）修理に伴う経費の支出について
56,100

消防局 港消防署 令和02年10月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 火災予防普及啓発用　ブルーレイディスクプレーヤーほか１点買入に伴う経費の支出について
12,210

消防局 港消防署 令和02年10月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（Ｒ５８）のタイヤ交換に伴う経費の支出について
31,460

消防局 港消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,433

消防局 港消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,321

消防局 港消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
11,660

消防局 港消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
550

消防局 港消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
766

消防局 港消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 区震災訓練用　訓練用車両借入に伴う経費の支出について
49,500

消防局 港消防署 令和02年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　毎日新聞買入（７月～９月分）に伴う経費の支出について
12,111

消防局 港消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
2,896

消防局 港消防署 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（９月分）
12,748

消防局 大正消防署 令和02年10月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
19,839

消防局 大正消防署 令和02年10月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
13,457

消防局 大正消防署 令和02年10月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,256

消防局 大正消防署 令和02年10月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,300

消防局 大正消防署 令和02年10月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,364

消防局 大正消防署 令和02年10月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,500

消防局 大正消防署 令和02年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　大正消防署本署網入窓ガラスの交換に伴う経費の支出について
72,600

消防局 大正消防署 令和02年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 区震災訓練用　訓練用自動車の借入に伴う経費の支出について
64,900

消防局 大正消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　読売新聞 買入（７月～９月分）経費の支出について
13,200

消防局 大正消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
6,560

消防局 大正消防署 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（９月分）
13,273

消防局 大正消防署 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　大正消防署鶴町出張所エアコンの修理に伴う経費の支出について
87,670
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消防局 大正消防署 令和02年10月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２７８）エンジンオイル交換（２）に伴う経費の支出について
6,050

消防局 天王寺消防署 令和02年10月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　自転車買入経費の支出について
73,542

消防局 天王寺消防署 令和02年10月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 職員安全衛生用　トイレットペーパー買入経費の支出について
45,705

消防局 天王寺消防署 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 職員安全衛生用　ガス衣類乾燥機修理経費の支出について
45,584

消防局 天王寺消防署 令和02年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（Ｒ６３）パワーウィンドウ修理経費の支出について
4,015

消防局 天王寺消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
657

消防局 天王寺消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,735

消防局 天王寺消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
120

消防局 天王寺消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　天王寺消防署４階事務所建具修繕経費の支出について
54,450

消防局 天王寺消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,100

消防局 天王寺消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,278

消防局 天王寺消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
84

消防局 天王寺消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,600

消防局 天王寺消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,500

消防局 天王寺消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　デジタルコンパクトカメラ買入経費の支出について
19,580

消防局 天王寺消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　シャープペンシルほか３点買入経費の支出について
16,681

消防局 天王寺消防署 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（９月分）
15,236

消防局 天王寺消防署 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　産経新聞買入（７月～９月）経費の支出について
12,111

消防局 天王寺消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
2,410

消防局 天王寺消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　アルカリ乾電池Ａほか２点買入経費の支出について
11,286

消防局 天王寺消防署 令和02年10月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　番線ほか２点買入経費の支出について
15,840

消防局 天王寺消防署 令和02年10月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　天王寺消防署女子更衣室換気扇修理経費の支出について
38,940

消防局 浪速消防署 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　浪速消防署３階待機室建具ほか１か所修繕に伴う経費の支出について
81,730

消防局 浪速消防署 令和02年10月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
35,216

消防局 浪速消防署 令和02年10月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,509

消防局 浪速消防署 令和02年10月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
14,850

消防局 浪速消防署 令和02年10月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,364

消防局 浪速消防署 令和02年10月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 区震災訓練用　訓練用車両の借入に伴う経費の支出について
44,000

消防局 浪速消防署 令和02年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機浪速４５修理に伴う経費の支出について
20,900

消防局 浪速消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　産経新聞買入（７月～９月分）の経費支出について
12,111

消防局 浪速消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ８６）フロント左ハブシール修理に伴う経費の支出について
48,396

消防局 浪速消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　携帯型モニタリング機能付き除細動器の修理に伴う経費の支出について
84,040

消防局 浪速消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
5,360

消防局 浪速消防署 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（９月分）
23,959

消防局 浪速消防署 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６５）タイヤ交換に伴う経費の支出について
37,400

消防局 西淀川消防署 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１８８）メインスイッチの修理に伴う経費の支出について
48,400

消防局 西淀川消防署 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５９）エアコンの修理に伴う経費の支出について
16,500

消防局 西淀川消防署 令和02年10月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器のスライドレバー部破損修理に伴う経費の支出について
38,500

消防局 西淀川消防署 令和02年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５９）ラジエーター液漏れ修理に伴う経費の支出について
13,200

消防局 西淀川消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用 読売新聞買入（７月～９月分）に伴う経費の支出について
13,200

消防局 西淀川消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 区震災訓練用　防災訓練用車両借入に伴う経費の支出について
49,500

消防局 西淀川消防署 令和02年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,960

消防局 西淀川消防署 令和02年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,114

消防局 西淀川消防署 令和02年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,578

消防局 西淀川消防署 令和02年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,778

消防局 西淀川消防署 令和02年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,040

消防局 西淀川消防署 令和02年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
336
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消防局 西淀川消防署 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（９月分）
11,651

消防局 西淀川消防署 令和02年10月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　蛍光灯Ａほか４点買入に伴う経費の支出について
21,450

消防局 西淀川消防署 令和02年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレ用洗剤ほか３点買入に伴う経費の支出について
11,550

消防局 西淀川消防署 令和02年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　佃出張所タイルカーペット張替え修繕に伴う経費の支出について
66,000

消防局 西淀川消防署 令和02年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用 西淀川消防署事務所のエアコンの修理に伴う経費の支出について
37,400

消防局 西淀川消防署 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
2,680

消防局 淀川消防署 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,008

消防局 淀川消防署 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,938

消防局 淀川消防署 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
15,629

消防局 淀川消防署 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
14,690

消防局 淀川消防署 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,300

消防局 淀川消防署 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,700

消防局 淀川消防署 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,428

消防局 淀川消防署 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,600

消防局 淀川消防署 令和02年10月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３３７）運転席ドア修理経費の支出について
10,272

消防局 淀川消防署 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　熱画像直視装置（アルゴス４）用バッテリー買入経費の支出について
82,500

消防局 淀川消防署 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ７１）タイヤ交換（その２）経費の支出について
29,700

消防局 淀川消防署 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴＲ２１４）ほか２台バッテリー交換経費の支出について
81,400

消防局 淀川消防署 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器修理（その３）経費の支出について
38,500

消防局 淀川消防署 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（加島１５）修理経費の支出について
20,900

消防局 淀川消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１１４）スターターモーター修理経費の支出について
107,250

消防局 淀川消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分（その２））
1,616

消防局 淀川消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分（その２））
4,500

消防局 淀川消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分（その２））
1,300

消防局 淀川消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
11,251

消防局 淀川消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
9,195

消防局 淀川消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
8,000

消防局 淀川消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　読売新聞の買入経費の支出について（７～９月分)
13,200

消防局 淀川消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（９月分）
16,571

消防局 淀川消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
5,124

消防局 淀川消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
5,258

消防局 淀川消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２７０）エンジンオイル交換経費の支出について
6,050

消防局 淀川消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,858

消防局 淀川消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
13,500

消防局 淀川消防署 令和02年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
14,430

消防局 淀川消防署 令和02年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７３）エンジンオイル交換（その２）経費の支出について
6,050

消防局 淀川消防署 令和02年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３２９）定期点検整備業務委託経費の支出について
4,400

消防局 淀川消防署 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　スマートフォン（Ａ３８９）修理経費の支出について
32,120

消防局 淀川消防署 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 区震災訓練用　防災訓練用自動車借入経費の支出について
49,500

消防局 東淀川消防署 令和02年10月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９８）フューエルポンプほか１点修繕に伴う経費の支出について
63,492

消防局 東淀川消防署 令和02年10月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８４）エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
6,050

消防局 東淀川消防署 令和02年10月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　紙帽子買入に伴う経費の支出について
19,800

消防局 東淀川消防署 令和02年10月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２４４）タイヤ交換に伴う経費の支出について
14,850

消防局 東淀川消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,723

消防局 東淀川消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,448

消防局 東淀川消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,095

消防局 東淀川消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,200
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消防局 東淀川消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,176

消防局 東淀川消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
9,000

消防局 東淀川消防署 令和02年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　西淡路出張所トイレほか１か所修繕に伴う経費の支出について
74,800

消防局 東淀川消防署 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９８）エンジンオイル交換に伴う経費に支出について
6,050

消防局 東淀川消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３８１）タイヤ交換に伴う経費の支出について
40,260

消防局 東淀川消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 職員安全衛生用　全自動洗濯機修理に伴う経費の支出について
14,080

消防局 東淀川消防署 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
3,730

消防局 東淀川消防署 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　読売新聞買入（７月～９月分）に伴う経費の支出について
13,200

消防局 東淀川消防署 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　はしご車（Ｌ１７）ジャイロコントローラー内部修理に伴う経費の支出について
187,000

消防局 東淀川消防署 令和02年10月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（９月分）
13,204

消防局 東淀川消防署 令和02年10月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴＲ２４４）バッテリー交換に伴う経費の支出について
36,740

消防局 東成消防署 令和02年10月02日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 職員安全衛生用　食器用洗剤ほか１点買入経費の支出について
18,216

消防局 東成消防署 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　スマートフォン修理に伴う経費の支出について
38,280

消防局 東成消防署 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　巻尺ほか３点買入経費の支出について
11,737

消防局 東成消防署 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　薄型バンドファイルほか７点買入経費の支出について
14,983

消防局 東成消防署 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助工作車（ＣＲ２３）のエアコン修理経費の支出について
15,950

消防局 東成消防署 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３０１）のタイヤ交換経費の支出について
37,840

消防局 東成消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
12,840

消防局 東成消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
17,187

消防局 東成消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,018

消防局 東成消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器（ライフゼムＡ１－１２）レスクマスク修理経費の支出について
38,170

消防局 東成消防署 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
3,610

消防局 東成消防署 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（９月分）
13,811

消防局 東成消防署 令和02年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　読売新聞買入（７月～９月分）の経費の支出について
13,200

消防局 生野消防署 令和02年10月02日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１２４）用バッテリー買入に伴う経費の支出について
41,140

消防局 生野消防署 令和02年10月02日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（８月分）の支出について
12,400

消防局 生野消防署 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１２４）キャブティルトシリンダー修理に係る経費の支出について
121,770

消防局 生野消防署 令和02年10月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器修理に伴う経費の支出について
38,500

消防局 生野消防署 令和02年10月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２７９）ほか１台エンジンオイル交換経費の支出について
12,100

消防局 生野消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,750

消防局 生野消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
13,141

消防局 生野消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,711

消防局 生野消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,000

消防局 生野消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,016

消防局 生野消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
9,000

消防局 生野消防署 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
19,010

消防局 生野消防署 令和02年10月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１２４）後部席左側パワーウインド修理に係る経費の支出について
17,545

消防局 生野消防署 令和02年10月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　Ａ３９９スマートフォン修理に係る経費の支出について
32,120

消防局 生野消防署 令和02年10月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　指揮車ＣＣ３２１定期点検整備業務委託に伴う経費の支出について
5,390

消防局 生野消防署 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁内情報パソコン用　トナーカートリッジ②買入に係る経費の支出について
163,680

消防局 旭消防署 令和02年10月02日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　シャープペンシルほか１４点買入経費の支出について
54,083

消防局 旭消防署 令和02年10月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　ガス検知器修理経費の支出について
13,750

消防局 旭消防署 令和02年10月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　感染防止用マスク買入経費の支出について
93,500

消防局 旭消防署 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６０）エアコン修理（その２）経費の支出について
152,538

消防局 旭消防署 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６０）リアブレーキシュー修理経費の支出について
23,980

消防局 旭消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
26,290

消防局 旭消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
23,468
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消防局 旭消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　タンク車（Ｔ４４）バッテリー交換経費の支出について
26,620

消防局 旭消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
840

消防局 旭消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,500

消防局 旭消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　携帯電話（ＳＨー０４Ｈ）修理経費の支出について
15,730

消防局 旭消防署 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　酸素ボンベ修理経費の支出について
3,850

消防局 旭消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
7,380

消防局 旭消防署 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（９月分）
11,317

消防局 城東消防署 令和02年10月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　業務用バスマットほか２点買入の経費支出について
34,540

消防局 城東消防署 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
21,949

消防局 城東消防署 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,337

消防局 城東消防署 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,906

消防局 城東消防署 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,280

消防局 城東消防署 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,750

消防局 城東消防署 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,300

消防局 城東消防署 令和02年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２６９）ホースカースタンド修理経費の支出について
75,900

消防局 城東消防署 令和02年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ST206）ほか1台タイヤ交換及び経費の支出について
29,040

消防局 城東消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞買入（令和２年７月分～９月分）の経費支出について
12,111

消防局 城東消防署 令和02年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助工作車（ＢＲ１６）運転席側ドアハンドル修繕に係る経費の支出について
15,400

消防局 城東消防署 令和02年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３４１）定期点検整備業務委託に伴う経費の支出について
8,800

消防局 城東消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（９月分）
14,472

消防局 城東消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（A380）左フロントドア修理に伴う経費の支出について
9,119

消防局 城東消防署 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
2,260

消防局 城東消防署 令和02年10月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　スマートフォン修理に係る経費の支出について
34,870

消防局 城東消防署 令和02年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　クアドラフォグノズル修理に係る経費の支出について
17,050

消防局 鶴見消防署 令和02年10月02日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　食器洗剤買入に係る経費の支出について
21,615

消防局 鶴見消防署 令和02年10月02日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 区震災訓練用　防災訓練用自動車借入経費の支出について
49,500

消防局 鶴見消防署 令和02年10月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３０７）エアコン修理に係る経費の支出について
145,200

消防局 鶴見消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,624

消防局 鶴見消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,200

消防局 鶴見消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
9,438

消防局 鶴見消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプＰ３８３Ｍ修理に係る経費の支出について
44,880

消防局 鶴見消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
168

消防局 鶴見消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
3,580

消防局 鶴見消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　読売新聞買入（令和２年７月１日～令和２年９月３０日）経費の支出について
13,200

消防局 鶴見消防署 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（９月分）
12,050

消防局 鶴見消防署 令和02年10月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（茨田１５）ハンドマイク修理に係る経費の支出について
16,500

消防局 鶴見消防署 令和02年10月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１６３）メインスイッチ修理に係る経費の支出について
48,400

消防局 阿倍野消防署 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般業務用　自転車買入に係る経費の支出について
43,710

消防局 阿倍野消防署 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１８７）セルモーター修理に係る経費の支出について
107,404

消防局 阿倍野消防署 令和02年10月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３２６）定期点検整備業務委託（６か月）に係る経費の支出について
6,600

消防局 阿倍野消防署 令和02年10月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　煙発生機専用液買入に係る経費の支出について
52,536

消防局 阿倍野消防署 令和02年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６１）エアコン修理に係る経費の支出について
153,579

消防局 阿倍野消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
13,693

消防局 阿倍野消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　読売新聞買入（令和２年７月～令和２年９月）の経費の支出について
13,200

消防局 阿倍野消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,877

消防局 阿倍野消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,936

消防局 阿倍野消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　５ｔ重機ブームシリンダー保護カバー修理に係る経費の支出について
141,433
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消防局 阿倍野消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
756

消防局 阿倍野消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
9,000

消防局 阿倍野消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 区震災訓練用　防災訓練用車両借入に係る経費の支出について
44,000

消防局 阿倍野消防署 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
27,130

消防局 阿倍野消防署 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（９月分）
13,043

消防局 住之江消防署 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車(A802)のエアコン修理に伴う経費の支出について
93,830

消防局 住之江消防署 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車(A376)のエンジンオイル交換に伴う経費の支出について
6,050

消防局 住之江消防署 令和02年10月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　スマートフォン(２)修理に伴う経費の支出について
30,250

消防局 住之江消防署 令和02年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 火災原因調査用　クリップファイルほか２点買入に伴う経費の支出について
12,353

消防局 住之江消防署 令和02年10月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパー買入に伴う経費の支出について
31,680

消防局 住之江消防署 令和02年10月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 職員管理用　麦茶買入に伴う経費の支出について
7,344

消防局 住之江消防署 令和02年10月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　飲料水買入に伴う経費の支出について
7,672

消防局 住之江消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
10,538

消防局 住之江消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞朝夕刊買入(７月～９月)に伴う経費の支出について
12,111

消防局 住之江消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
11,478

消防局 住之江消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,200

消防局 住之江消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,102

消防局 住之江消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,500

消防局 住之江消防署 令和02年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 区震災訓練用　訓練用車両借入に伴う経費の支出について
44,000

消防局 住之江消防署 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　スマートフォン(３)修理に伴う経費の支出について
20,240

消防局 住之江消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
10,200

消防局 住之江消防署 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（９月分）
14,570

消防局 住之江消防署 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 庁舎管理用　南港出張所プロパンガス使用料（９月分）の支出について
32,450

消防局 住之江消防署 令和02年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車(A802)タイヤ交換に伴う経費の支出について
18,040

消防局 住之江消防署 令和02年10月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車(A356)のエンジンオイル交換（２）に伴う経費の支出について
6,050

消防局 住吉消防署 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　無線機（住吉情担１）修理に伴う経費の支出について
49,060

消防局 住吉消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　エルボー＆ニーパッド買入に伴う経費の支出について
13,200

消防局 住吉消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　スマートフォン修理（その４）に伴う経費の支出について
24,090

消防局 住吉消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 火災予防普及啓発用　インクカートリッジＡほか５点買入に伴う経費の支出について
21,758

消防局 住吉消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（Ｒ４６）タイヤ交換に伴う経費の支出について
29,700

消防局 住吉消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
30,524

消防局 住吉消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,930

消防局 住吉消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,180

消防局 住吉消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
11,807

消防局 住吉消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,500

消防局 住吉消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,026

消防局 住吉消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
6,980

消防局 住吉消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）の支出について
12,423

消防局 住吉消防署 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　苅田出張所換気扇修理に伴う経費の支出について
31,350

消防局 住吉消防署 令和02年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（Ｒ８８）パワステオイルポンプ修理に伴う経費の支出について
109,175

消防局 住吉消防署 令和02年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（Ｒ４６）シフトレバー修理に伴う経費の支出について
53,724

消防局 住吉消防署 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　産経新聞（７月～９月分）買入に伴う経費の支出について
12,111

消防局 東住吉消防署 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（東住吉救助指揮１）修理経費の支出について
71,665

消防局 東住吉消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎衛生管理用　東住吉消防署産業廃棄物（粗大ごみ）処理業務委託経費の支出について
71,500

消防局 東住吉消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 区震災訓練用　訓練用車両借入経費の支出について
49,500

消防局 東住吉消防署 令和02年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分その２）
8,105

消防局 東住吉消防署 令和02年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分その２）
4,840
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消防局 東住吉消防署 令和02年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分その２）
8,640

消防局 東住吉消防署 令和02年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分その２）
1,260

消防局 東住吉消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
6,660

消防局 東住吉消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　読売新聞買入（７月～９月分）に伴う経費の支出について
13,200

消防局 東住吉消防署 令和02年10月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　東住吉消防署洗濯機修理経費の支出について
12,320

消防局 東住吉消防署 令和02年10月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　東住吉消防署洗濯機修理（２）経費の支出について
13,420

消防局 平野消防署 令和02年10月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急自動車（Ａ３７９）エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
6,050

消防局 平野消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　キャリーカート買入に伴う経費の支出について
11,550

消防局 平野消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車(ＣＣ３１４)６か月定期点検整備業務委託に伴う経費の支出について
5,500

消防局 平野消防署 令和02年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　平野消防署本署救急消毒室エアコン修理の支出について
11,000

消防局 平野消防署 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 職員安全衛生用　トイレットペーパーほか８点買入に伴う経費の支出について
90,711

消防局 平野消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,130

消防局 平野消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,379

消防局 平野消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
13,574

消防局 平野消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,800

消防局 平野消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
924

消防局 平野消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,500

消防局 平野消防署 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
3,850

消防局 平野消防署 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　合成紙買入に伴う経費の支出について
5,500

消防局 平野消防署 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　梯子車（▲２１）リフターインターホン修理に伴う経費の支出について
53,900

消防局 平野消防署 令和02年10月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（９月分）
13,912

消防局 平野消防署 令和02年10月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞買入経費の支出について（令和２年７月～令和２年９月分）
12,111

消防局 平野消防署 令和02年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　発煙筒(白色)ほか１点買入に伴う経費の支出について
32,065

消防局 平野消防署 令和02年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機平野４０修理に伴う経費の支出について
34,650

消防局 平野消防署 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　大型プリンター用インクカートリッジＡほか３点買入に伴う経費の支出について
14,476

消防局 西成消防署 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器減圧弁修理に伴う経費の支出について
38,500

消防局 西成消防署 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（PI342）の定期点検整備（６か月）業務委託経費の支出について
4,400

消防局 西成消防署 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　誘導灯用バッテリー買入に伴う経費の支出について
40,656

消防局 西成消防署 令和02年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分②）
9,279

消防局 西成消防署 令和02年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分②）
12,827

消防局 西成消防署 令和02年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分②）
9,801

消防局 西成消防署 令和02年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分②）
1,932

消防局 西成消防署 令和02年10月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（海道Ａ３７５）パワーウィンドウ修理に伴う経費の支出について
9,185

消防局 西成消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　コンパネほか３点買入に伴う経費の支出について
56,518

消防局 西成消防署 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分①）
875

消防局 西成消防署 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分①）
6,001

消防局 西成消防署 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分①）
8,030

消防局 西成消防署 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分①）
9,949

消防局 西成消防署 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分①）
19,800

消防局 西成消防署 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分①）
672

消防局 西成消防署 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分①）
4,500

消防局 西成消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレ用洗剤ほか２点買入に伴う経費の支出について
88,176

消防局 西成消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　レスキューツールスプレッダー修理に伴う経費の支出について
25,300

消防局 西成消防署 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
8,030

消防局 西成消防署 令和02年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車タイヤ交換に伴う経費の支出について
19,140

消防局 西成消防署 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　読売新聞買入（７月～９月分）に伴う経費の支出について
13,200

消防局 西成消防署 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（９月分）
17,640
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消防局 西成消防署 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２２７）バッテリー不調修理に伴う経費の支出について
63,910

消防局 水上消防署 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　潜水器具分解修理点検（第４回）の追加整備経費の支出について
22,000

消防局 水上消防署 令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　潜水器具分解修理点検（第４回）経費の支出について
93,500

消防局 水上消防署 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　潜水器具（コンパス）の修理経費の支出について
13,200

消防局 水上消防署 令和02年10月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,245

消防局 水上消防署 令和02年10月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
12,665

消防局 水上消防署 令和02年10月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
14,609

消防局 水上消防署 令和02年10月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,570

消防局 水上消防署 令和02年10月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,063

消防局 水上消防署 令和02年10月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
672

消防局 水上消防署 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　朝日新聞の買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

消防局 水上消防署 令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　自在ステップほか１点買入経費の支出について
52,250

消防局 水上消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
1,280

消防局 水上消防署 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（９月分）
13,144

消防局 水上消防署 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２９１）エンジンオイル交換（その２）経費の支出について
6,050

消防局 救急課 令和02年10月02日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救急活動用　傷病者搬送票の印刷経費の支出について
387,156

消防局 救急課 令和02年10月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 救急活動用　自動体外式除細動器等一式借入（長期継続契約）（その２）の経費の支出について（令和２年７月分）
94,584

消防局 救急課 令和02年10月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 救急活動用　自動体外式除細動器等一式借入（長期継続契約）（その２）の経費の支出について（令和２年８月分）
94,584

消防局 救急課 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 市民啓発用　応急手当普及啓発業務委託長期継続の経費の支出について（令和２年８月分）
8,161,222

消防局 救急課 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 救急活動用　令和２年度救急資器材滅菌処理業務委託に伴う経費の支出について（８月分）
673,200

消防局 救急課 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 救急活動用　自動体外式除細動器等一式借入（長期継続契約）（その１）経費の支出について（令和２年８月分)
188,650

消防局 救急課 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　電話料金（ＦＡＸ）の支出について（９月分）
3,608

消防局 救急課 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　電話料金の支出について（９月分）
32,850

消防局 救急課 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 救急安心センターおおさか事業用　救急安心センターおおさか救急医療相談等業務委託　長期継続（その２）にかかる経費の支出について（９月分）
16,648,500

消防局 救急課 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 市民啓発用　応急手当普及啓発業務委託長期継続の経費の支出について（令和２年９月分）
7,977,535

消防局 企画課 令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 公用車ドライブレコーダー用　マイクロＳＤカードの購入経費の支出について
36,300

消防局 企画課 令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　「消防実務質疑応答集　警防・教養・財政・公務災害（２１５－２１７号）ほか２点」の購入経費の支出について
20,878

消防局 企画課 令和02年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 職員研修用　令和２年度「大阪消防」データ作成・編集等業務委託経費の支出について（8月号～10月号）
327,426

消防局 人事課 令和02年10月02日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 衛生管理用　消毒アルコール買入（単価契約）８月分経費の支出について
119,790

消防局 人事課 令和02年10月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 人事課用　管外出張旅費の支出について（特別研修員の出張９月18日）
29,780

消防局 人事課 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 衛生管理用　手洗い用石鹸液の購入経費の支出について
120,208

消防局 人事課 令和02年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 職員採用試験用　体育ラインテープの購入経費の支出について
13,200

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年10月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 職員研修用『消防関係法令集』買入経費の支出について
140,000

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　高度専門教育訓練センターのエアコン修理（２）の実施経費の支出について
113,998

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年10月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報償費　報償金 職員研修用　研修実施責任者研修「消防職員の不祥事対策」に伴う講師依頼経費の報償金の支出について
51,620

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年10月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急教育用　高度救急処置訓練人形Ａほか１０点の修理経費の支出について
322,630

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　特別旅費 委託研修用　消防大学校　専科教育　火災調査科（第39期）受講に係る旅費の支出について
124,790

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 委託研修用　消防大学校　専科教育　火災調査科（第39期）受講経費の支出について
259,000

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年10月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　会費 委託研修用　消防大学校　専科教育　火災調査科（第39期）受講経費の支出について
9,000

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 職員資格取得用　令和２年度毒物劇物取扱者試験の受験経費の支出について
41,200

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年10月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 職員資格取得用　令和２年度甲種危険物取扱者試験の受験経費の支出について
26,603

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年10月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　会費 委託教育　大阪府立消防学校　第287回専科教育救助科受講経費の支出について
308,000

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　会費 職員研修用　第109回大阪府立消防学校初任教育会費の支出について
3,767,360

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救急教育用　気管内チューブほか６点の購入経費の支出について
183,480

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救急教育用　医療用酸素ガスの購入経費の支出について
14,740

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救急教育用　訓練用マットの購入経費の支出について
32,560

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
15,246
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消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 職員研修用　職員研修教科書『危険物』ほか１５点買入に伴う経費の支出について
1,355,900

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救急教育用　乾式電子複写機及び関連消耗品（９月分）の経費にかかる支出について
35,593

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 職員研修用　職員研修教科書『危険物』ほか１５点買入に伴う経費の支出について
22,308

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎警備用　高度専門教育訓練センター機械警備業務委託　長期継続に係る経費の支出について（９月分）
138,600

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
141,140

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年10月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎衛生管理用　事業系一般廃棄物収集運搬業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（９月分）
5,687

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機及び関連消耗品の支出について（９月分）
21,174

危機管理室 危機管理課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 危機管理室運営事務用　市内・近接管外出張交通費の支出について（８月分）
1,708

危機管理室 危機管理課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理室運営事務用　市内・近接管外出張交通費の支出について（８月分）
27,477

危機管理室 危機管理課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　燃料費 危機管理室緊急自動車にかかる燃料代の支出について（８月分）
5,336

危機管理室 危機管理課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 危機管理室緊急自動車にかかる高速道路通行料の支出について（ＥＴＣ利用料　８月分）
3,790

危機管理室 危機管理課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月）
21,693

危機管理室 危機管理課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月）
140

危機管理室 危機管理課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 災害備蓄用粉ミルクほか１点（危機管理室）買入にかかる経費の支出について
1,921,773

危機管理室 危機管理課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 備蓄倉庫設置フォークリフト バッテリー（その２） 買入にかかる経費の支出について
528,000

危機管理室 危機管理課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線同報系屋外子局の普通財産使用にかかる支出について【港湾局営業推進室販売促進課】
370

危機管理室 危機管理課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　会費 災害に対する調査・研究用　令和２年度都市防災推進協議会負担金の支出について
40,000

危機管理室 危機管理課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 災害時避難者用非接触体温計　買入にかかる経費の支出について
1,890,900

危機管理室 危機管理課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）月途中補填分
19,800

危機管理室 危機管理課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点の警備業務（人的警備）業務委託にかかる経費の支出について
152,684

危機管理室 危機管理課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理情報システム秘匿化通信網提供等サービス業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
370,150

危機管理室 危機管理課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点の警備業務（人的警備）業務委託にかかる経費の支出について
502,794

危機管理室 危機管理課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 備蓄倉庫運営用　鶴見緑地備蓄倉庫機械警備業務委託 長期継続 の実施にかかる経費の支出について（９月分）
8,250

危機管理室 危機管理課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 防災情報システム用パソコン長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
279,752

危機管理室 危機管理課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）（２）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
2,968

危機管理室 危機管理課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）（２）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
32,645

危機管理室 危機管理課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
23,494

危機管理室 危機管理課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）（２）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
80,501

危機管理室 危機管理課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式長期借入（再リース）にかかる経費の支出について（９月分）
1,966

危機管理室 危機管理課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等一式（危機管理室：個別調達）長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
26,950

危機管理室 危機管理課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式　長期借入に係る経費の支出について（９月分）
30,896

危機管理室 危機管理課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（危機管理室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
21,201

危機管理室 危機管理課 令和02年10月15日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点の警備業務（人的警備）業務委託にかかる経費の支出について
106,879

危機管理室 危機管理課 令和02年10月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点の警備業務（人的警備）業務委託にかかる経費の支出について
125,343

危機管理室 危機管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 讀賣新聞　購読にかかる経費の支出について（７月～９月分）
13,200

危機管理室 危機管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 毎日新聞・日本経済新聞　購読にかかる経費の支出について（７月～９月分）
26,811

危機管理室 危機管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 朝日新聞　購読にかかる経費に支出について（７～９月分）
12,111

危機管理室 危機管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用　コピー代金の支出について（９月分）
32,101

危機管理室 危機管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 産經新聞　購読にかかる経費の支出について（７月～９月分）
12,111

危機管理室 危機管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 防災行政無線装置設置にかかる電気料金の支出について（８月分）【大阪府咲洲庁舎】
21,417

危機管理室 危機管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 宿直室用寝具一式の借入れに係る経費の支出について
68,200

危機管理室 危機管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線中継局設備設置に伴う賃借料の支出について（１０月分）【スイスホテル南海大阪】
556,677

危機管理室 危機管理課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用防災行政無線中継局電気料金の支出について（９月分）【スイスホテル南海大阪】
48,235

危機管理室 危機管理課 令和02年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 庁内情報利用パソコン等機器保守業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
11,550

危機管理室 危機管理課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 災害時避難者用不織布マスク（一般用）ほか1点　買入にかかる経費の支出について
2,349,308

危機管理室 危機管理課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 令和２年度　阿倍野防災拠点災害対策用携帯電話使用料金の支出について（９月分）
23,436

危機管理室 危機管理課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 令和２年度　旭備蓄倉庫にかかる電気使用料の支出について（９月分）
15,896
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危機管理室 危機管理課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用ヘリコプター映像受信設備回線使用料の支出について（９月分）
143,000

危機管理室 危機管理課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 災害対策用デジタルＭＣＡ無線制御局利用料の支出について（１０月分）
3,049,273

危機管理室 危機管理課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 令和２年度　生野備蓄倉庫にかかる光熱水費の支払について（９月分）
79,781

危機管理室 危機管理課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務事業にかかる郵便料金の支出について（９月分）
360

危機管理室 危機管理課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務事業にかかる郵便料金の支出について（９月分）
3,032

危機管理室 危機管理課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務事業にかかる郵便料金の支出について（９月分）【受取人払】
198

危機管理室 危機管理課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務事業にかかる郵便料金の支出について（９月分）【受取人払】
1,793

危機管理室 危機管理課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務事業にかかる郵便料金の支出について（９月分）
1,772

危機管理室 危機管理課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務事業にかかる郵便料金の支出について（９月分）【受取人払】
99

危機管理室 危機管理課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務事業にかかる郵便料金の支出について（９月分）
17,494

危機管理室 危機管理課 令和02年10月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 令和２年度　生野備蓄倉庫にかかる光熱水費の支払について（９月分）
110,892

危機管理室 危機管理課 令和02年10月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 令和２年度　生野備蓄倉庫にかかる光熱水費の支払について（９月分）
189,625

危機管理室 危機管理課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 地域防災力向上アドバイザー事業用　市内・近接管外出張交通費（令和２年９月分）の支出について
42,939

危機管理室 危機管理課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　負担金 防災行政無線の電波利用料の支出について（令和２年度　年間利用料）
21,600

危機管理室 危機管理課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 令和２年度　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）にかかる電気使用料（９月分）の支出について
101,234

危機管理室 危機管理課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 令和２年度　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）災害対策用携帯電話使用料の支出について（９月分）
1,993

危機管理室 危機管理課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 令和２年度　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）災害対策用携帯電話使用料の支出について（９月分）
6,784

危機管理室 危機管理課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理情報システム用　閉域網通信回線付加サービス使用料の支出について（９月分）
7,700

危機管理室 危機管理課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用回線使用料の支出について（９月分）
2,100

危機管理室 危機管理課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理情報システム用　危機管理情報システム運用業務にかかる経費の支出について（９月分）
334,400

危機管理室 危機管理課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理情報システム用　閉域網通信回線月額使用料及び回線付加サービス使用料の支出について（９月分）
80,072

危機管理室 危機管理課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 被災者支援システム用　磁気テープファイル等の保管及び集配業務委託にかかる支出について　（９月分）
5,060

危機管理室 危機管理課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　負担金 防災行政無線の電波利用料の支出について（デジタルＭＣＡ無線機）
111,435

危機管理室 危機管理課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　火災保険料 災害対策用職員住宅（本町橋職員住宅）に係る賃借料、共益費、損害保険料の支出について
900

危機管理室 危機管理課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅（阿波座職員住宅）に係る賃借料及び管理費の支出について
200,000

危機管理室 危機管理課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅（本町橋職員住宅）に係る賃借料、共益費、損害保険料の支出について
98,000

危機管理室 危機管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 危機管理室運営事務用　市内・近接管外出張交通費の支出について（９月分）
5,458

危機管理室 危機管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理室運営事務用　市内・近接管外出張交通費の支出について（９月分）
28,415

危機管理室 危機管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用　クリヤーブック替紙外４０点の買入にかかる経費の支出について
101,833

危機管理室 危機管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用　クリヤーブック替紙外４０点の買入にかかる経費の支出について
189,675

危機管理室 危機管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用　クリヤーブック替紙外４０点の買入にかかる経費の支出について
36,292

危機管理室 危機管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用　危機管理室分室コピー代金の支出について（令和２年９月分）
16,135

危機管理室 危機管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　燃料費 危機管理室緊急自動車にかかる燃料代の支出について（９月分）
3,475

危機管理室 危機管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用ＩＳＰ利用料の支出について（９月分）
3,960

危機管理室 危機管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用　衛星携帯電話回線使用料の支出について（９月分）
130,000

危機管理室 危機管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 大阪市防災アプリ運用保守業務委託
129,250

危機管理室 危機管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 危機管理室緊急自動車にかかる高速道路通行料の支出について（ＥＴＣ利用料　９月分）
3,970

危機管理室 危機管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線装置設置に伴う賃借料の支出について（１２月分）【大阪府咲洲庁舎】
194,777

市政改革室 総務担当 令和02年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 市政改革室業務用　市内等出張交通費の支出について（令和２年６月口座不能分）
3,400

市政改革室 総務担当 令和02年10月07日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 市政改革室業務用　市内等出張交通費の支出について（令和２年８月定額給付金担当応援分）
6,040

市政改革室 総務担当 令和02年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 （市政改革室業務用）有識者会議等における手指消毒液の購入について
5,880

市政改革室 総務担当 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 市政改革室業務用　後納郵便料（令和2年9月分）の支払いについて
37,060

市政改革室 総務担当 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（市政改革室）　一式　長期借入に係る経費の支出について（令和2年9月分）
95,164

市政改革室 総務担当 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　令和元年度庁内情報利用パソコン等機器（市政改革室）　一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
14,360

市政改革室 総務担当 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２９年度庁内情報利用パソコン等機器（市政改革室）　一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
9,984

市政改革室 総務担当 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２９年度ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（市政改革室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
5,241

市政改革室 総務担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 市政改革室業務用　市内等出張交通費の支出について（令和２年９月分）
42,170
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市政改革室 総務担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代金の支出について（令和2年9月分）
106,075

市政改革室 官民連携担当 令和02年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 報償費　報償金 令和２年度第２回大阪市ＰＦＩ事業検討会議（９月14日開催分）にかかる報償金の支出について
100,720

市政改革室 大規模事業リスク担当 令和02年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 報償費　報償金 大阪市大規模事業リスク管理会議（委員打合せ）実施に係る報償金の支出について
99,820

市政改革室 大規模事業リスク担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 報償費　報償金 令和２年度　第１回大阪市建設事業評価有識者会議の開催及び経費の支出について
152,420

契約管財局 契約課 令和02年10月01日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用市内等出張交通費（８月分）の支出について
920

契約管財局 契約課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用市内出張交通費（８月分）の支出について
5,412

契約管財局 契約課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 第２回総合評価一般競争入札評価会議にかかる報償金の支出について
52,140

契約管財局 制度課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用等市内出張交通費（令和２年８月分）の支出について
7,262

契約管財局 制度課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「地方自治７月号ほか２点」の購入経費の支出について
2,508

契約管財局 制度課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
17,360

契約管財局 制度課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
630

契約管財局 制度課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムサーバ機器等　長期借入」に係る賃借料の支出について（令和２年９月分）
3,563,450

契約管財局 制度課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムサーバ機器等　長期借入」にかかる使用料の支出について（令和２年９月分）
1,920,490

契約管財局 制度課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システム用パソコン等機器一式　長期借入」に係る賃借料の支出について（令和２年９月分）
359,700

契約管財局 制度課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 備品購入費　図書購入費 契約事務用「我妻・有泉コンメンタール民法　第６版　総則・物権・債権」購入にかかる需用費の支出について
8,580

契約管財局 制度課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「判例地方自治７月号ほか２点」の購入経費の支出について
3,960

契約管財局 制度課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「判例時報７月１１日号ほか６点」の購入経費の支出について
8,040

契約管財局 制度課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務及び管財事務用等コピー代の支出について（令和２年９月分）
104,451

契約管財局 制度課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 契約管財局事務室（大阪産業創造館）庁舎清掃業務委託費の支出について（９月分）
145,933

契約管財局 制度課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度視覚障がい者用庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
31,130

契約管財局 制度課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
496,533

契約管財局 制度課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
5,474

契約管財局 制度課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
118,041

契約管財局 制度課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局その２）一式長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
25,960

契約管財局 制度課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「地方財務実務提要（追録５８９－５９２号）」の購入経費の支出について
11,132

契約管財局 制度課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「問答式　借地・借家の実務（追録１７１号）」ほか３点の購入経費の支出について
17,481

契約管財局 制度課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「地方財務７月号ほか２点」の購入経費の支出について
9,204

契約管財局 制度課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「現代　契約書式要覧（追録２６０－２６２号）」ほか１点の購入経費の支出について
15,400

契約管財局 制度課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「地方公共団体公有財産管理事務質疑応答集（追録１６２号）」の購入経費の支出について
3,190

契約管財局 制度課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 大阪産業創造館事務室にかかる電気料金の支出について（令和２年９月分）
292,606

契約管財局 制度課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（令和２年９月分）
23,650

契約管財局 制度課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（令和２年９月分）
6,246

契約管財局 制度課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（令和２年９月分）
7,482

契約管財局 制度課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務及び管財事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
41,464

契約管財局 制度課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 契約事務用「電子入札コアシステム専用JRE８サポート契約」にかかる委託料の支出について
1,003,979

契約管財局 管財課 令和02年10月01日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電気使用料の支出について（８月使用分）
1,231

契約管財局 管財課 令和02年10月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 管財事務用　不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（廃道（城東）・もと下水道用地（城東））
609,400

契約管財局 管財課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 もと中川職員公舎１、２号棟の電気料金の支出について（８月７日～９月６日使用分）
2,055

契約管財局 管財課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 管財事務用　不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（令和２年11月入札－２）
410,300

契約管財局 管財課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電話回線使用料の支出について（９月分）
2,752

契約管財局 管財課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（令和２年１１月入札－１）
377,300

契約管財局 管財課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 弁護士に対する法律相談の経費の支出について（令和２年８月25日実施分）
33,000

契約管財局 管財課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 管財事務用　不動産鑑定評価業務の経費の支出について（矢田南部地域）
3,261,500

契約管財局 管財課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 賃貸台帳管理システム用サーバ機器等一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年度９月分）
52,855

契約管財局 管財課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 管財事務用　契約管財局所管用地一般廃棄物収集運搬業務委託の経費の支出について
16,300

契約管財局 管財課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 もと津守浄水場施設機械警備業務委託　長期契約にかかる経費の支出について（９月分）
80,300

契約管財局 管財課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 令和２年度大阪市賃貸台帳管理システムに係る記録媒体等警備輸送業務委託の実施及び同経費の支出について（第２四半期分）
178,734
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契約管財局 連絡調査課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 管財事務用　市内等出張交通費の支出について（８月分）
5,780

契約管財局 連絡調査課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 管財事務用　市内等出張交通費の支出について（８月分）
70,555

契約管財局 連絡調査課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 不動産評価に関する講習会（令和２年９月10日開催）の実施及び同経費の支出について
23,260

契約管財局 連絡調査課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,171

契約管財局 連絡調査課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
138

契約管財局 連絡調査課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,360

契約管財局 連絡調査課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 管財事務用　資産流動化に関する不動産の売却価格・賃料等、市場需要等相談・意見書作成等にかかる報償金の支払いについて（案件番号１－14）
12,832

契約管財局 連絡調査課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公有財産台帳管理システム用サーバ機等一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
129,140

契約管財局 連絡調査課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第813回大阪市不動産評価審議会にかかる委員報酬の支出について
115,500

契約管財局 連絡調査課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 管財事務用　資産流動化に関する不動産の売却価格・賃料等、市場需要等相談・意見書作成等にかかる報償金の支払いについて（案件番号１－15）
8,250

契約管財局 連絡調査課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 管財事務用　資産流動化に関する不動産の売却価格・賃料等、市場需要等相談・意見書作成等にかかる報償金の支払いについて（案件番号１－16）
8,250

契約管財局 連絡調査課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 第813回大阪市不動産評価審議会にかかる委員報酬の支出について
3,180

契約管財局 連絡調査課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 備品購入費　図書購入費 管財事務用　全国標準積算資料（土質調査・地質調査）令和２年度改訂歩掛版の購入に係る経費の支出について
8,800

契約管財局 審査課 令和02年10月01日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 令和２年度契約管財局用地部追録式図書「消費税法の実務　１６５号」外９点の概算買入について
30,146

契約管財局 審査課 令和02年10月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 令和２年度契約管財局用地部追録式図書「消費税法の実務　１６５号」外９点の概算買入について
18,477

契約管財局 審査課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 法律相談の経費の支出について（令和2年8月分）
19,250

契約管財局 審査課 令和02年10月09日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 負担金、補助及交付金　会費 用地事務　令和２年度近畿地区用地対策連絡協議会　用地事務職員専門研修（令和２年９月８日～１０日）の参加及び同経費の支出について
930

契約管財局 審査課 令和02年10月09日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　会費 用地事務　令和２年度近畿地区用地対策連絡協議会　用地事務職員専門研修（令和２年９月８日～１０日）の参加及び同経費の支出について
570

契約管財局 審査課 令和02年10月14日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 大阪都市計画事業（本庄西天満線及び梅田長柄線）用地収用裁決に伴う補償金（小切手）の支払いにかかる出張旅費の支出について
58,540

契約管財局 審査課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
11,303

契約管財局 審査課 令和02年10月15日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
7,114

契約管財局 審査課 令和02年10月15日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
2,187

契約管財局 審査課 令和02年10月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
4,360

契約管財局 審査課 令和02年10月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
1,633

契約管財局 審査課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 審査・用地事務用市内出張等旅費の支出について（令和２年８月分）
2,760

契約管財局 審査課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務用市内出張等旅費の支出について（令和２年８月分）
81,278

契約管財局 審査課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 審査・用地事務用市内出張等旅費の支出について（令和２年８月分）
49,815

契約管財局 審査課 令和02年10月19日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書「用地補償実務六法　令和３年版」外１件の購入経費の支出について
9,759

契約管財局 審査課 令和02年10月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書「用地補償実務六法　令和３年版」外１件の購入経費の支出について
5,982

契約管財局 審査課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
654

契約管財局 審査課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書「不動産鑑定」の購入経費の支出について
2,864

契約管財局 審査課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
16,036

契約管財局 審査課 令和02年10月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書「不動産鑑定」の購入経費の支出について
1,756

契約管財局 審査課 令和02年10月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
5,176

契約管財局 審査課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市補償審査委員会に係る報酬及び交通費の支出について（１０月分）
82,500

契約管財局 審査課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 大阪市補償審査委員会に係る報酬及び交通費の支出について（１０月分）
2,380

契約管財局 審査課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 令和２年度契約管財局用地部追録式図書「不動産登記総覧　７８８号」外１１点の概算買入について
30,821

契約管財局 審査課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 令和２年度契約管財局用地部追録式図書「不動産登記総覧　７８８号」外１１点の概算買入について
18,889

契約管財局 審査課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 令和２年度契約管財局用地部追録式図書「公共事業損失補償実務提要」の概算買入について
80,974

契約管財局 審査課 令和02年10月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 負担金、補助及交付金　負担金 土地収用裁決（大収30第14～16号）に伴う鑑定人手当（起業者負担金）の支出について
3,400,100

契約管財局 審査課 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 令和２年度契約管財局用地部追録式図書「公共事業損失補償実務提要」の概算買入について
49,629

契約管財局 審査課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 負担金、補助及交付金　会費 用地事務　令和２年度大阪府用地対策連絡協議会第２回研修会（初級研修　令和２年９月２３日）の経費の支出について
11,718

契約管財局 審査課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　会費 用地事務　令和２年度大阪府用地対策連絡協議会第２回研修会（初級研修　令和２年９月２３日）の経費の支出について
7,182

契約管財局 用地課 令和02年10月02日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業　土地売買に伴う残地補償金の支出について
251,622

契約管財局 用地課 令和02年10月02日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業　土地売買に伴う建物等補償金の支出について（後金払）
2,808,659

契約管財局 用地課 令和02年10月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 住宅事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
354,200

契約管財局 用地課 令和02年10月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 公有財産購入費　権利購入費 生野東第1住宅地区改良事業　土地売買に伴う借地権放棄代金の支出について（前金払）
2,253,386
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契約管財局 用地課 令和02年10月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 公有財産購入費　権利購入費 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買に伴う借地権放棄代金の支出について（前金払）
2,217,615

契約管財局 用地課 令和02年10月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 公有財産購入費　土地購入費 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買代金の支出について
3,493,512

契約管財局 用地課 令和02年10月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 公有財産購入費　土地購入費 生野東第1住宅地区改良事業　土地売買代金の支出について
3,929,250

契約管財局 用地課 令和02年10月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買に伴う建物等補償金の支出について（前金払）
2,881,471

契約管財局 用地課 令和02年10月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第1住宅地区改良事業　土地売買に伴う占有者立退補償金の支出について（前金払）
447,598

契約管財局 用地課 令和02年10月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買に伴う建物等補償金の支出について（前金払）
4,085,819

契約管財局 用地課 令和02年10月07日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　豊里矢田線　土地売買代金の支出について
13,807,950

契約管財局 用地課 令和02年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 公有財産購入費　権利購入費 生野東第1住宅地区改良事業　土地売買に伴う借地権放棄代金の支出について（前金払）
3,409,681

契約管財局 用地課 令和02年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第1住宅地区改良事業　土地売買に伴う占有者立退補償金の支出について（前金払）
343,271

契約管財局 用地課 令和02年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買に伴う建物等補償金の支出について（前金払）
3,863,249

契約管財局 用地課 令和02年10月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 公有財産購入費　権利購入費 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買に伴う借地権放棄代金の支出について（前金払）
1,878,767

契約管財局 用地課 令和02年10月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買に伴う建物等補償金の支出について（前金払）
5,945,738

契約管財局 用地課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
386,100

契約管財局 用地課 令和02年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第1住宅地区改良事業　土地売買に伴う占有者立退補償金の支出について（後金払）
447,598

契約管財局 用地課 令和02年10月15日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　木津川平野線　土地売買に伴う建物等補償金の支出について（前金払）
41,111,000

契約管財局 用地課 令和02年10月15日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　木津川平野線　土地売買に伴う建物等補償金の支出について（前金払）
1,688,050

契約管財局 用地課 令和02年10月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第1住宅地区改良事業　土地売買に伴う占有者立退補償金の支出について（後金払）
1,508,497

契約管財局 用地課 令和02年10月20日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪市道城北矢田線道路改良事業（都市計画道路豊里矢田線（疎開道路）関連事業）土地売買代金の支出について
15,213,587

契約管財局 用地課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買に伴う占有者立退補償金の支出について（後金払）
367,335

契約管財局 用地課 令和02年10月22日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　木津川平野線　土地売買代金の支出について
6,383,660

契約管財局 用地課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
191,400

契約管財局 用地課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　豊里矢田線　土地売買に伴う建物等補償金の支出について（後金払）
10,830,936

契約管財局 用地課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　豊里矢田線　土地売買に伴う残地補償金の支出について
3,064,840

契約管財局 用地課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
199,100

契約管財局 用地課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 令和２年度移転補償に係る物件調査等業務委託料（単価契約その２）の支出について【９月分】
3,028,410

契約管財局 用地課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪市道城北矢田線道路改良事業（都市計画道路豊里矢田線（疎開道路）関連事業）土地売買代金の支出について
324,680

契約管財局 用地課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　木津川平野線　土地売買代金の支出について
80,180,000

契約管財局 用地課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪市道城北矢田線道路改良事業（都市計画道路豊里矢田線（疎開道路）関連事業）土地売買代金の支出について
324,680

契約管財局 用地課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　木津川平野線　土地売買代金の支出について
12,237,403

契約管財局 用地課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 公有財産購入費　土地購入費 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買代金の支出について
11,326,136

契約管財局 用地課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第1住宅地区改良事業　土地売買に伴う占有者立退補償代金の支出について（後金払）
343,271

契約管財局 不正入札監察室 令和02年10月14日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第183回大阪市入札等監視委員会に係る委員報酬及び交通費の支出について
66,000

契約管財局 不正入札監察室 令和02年10月14日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 第183回大阪市入札等監視委員会に係る委員報酬及び交通費の支出について
820

契約管財局 不正入札監察室 令和02年10月28日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（令和２年９月）
6,130

こども青少年局 総務課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　建物修繕料 こども青少年局分室　空調室外機修繕の実施及び同経費の支出について
330,000

こども青少年局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 令和２年度　こども青少年局分室・福祉局分室（仮称）清掃業務委託の実施及び同経費の支出について【令和２年９月分】
319,916

こども青少年局 総務課 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　建物修繕料 こども青少年局分室　空調室外機修繕の実施及び同経費の支出について
440,000

こども青少年局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　建物修繕料 こども青少年局分室　自動給水装置修繕の実施及び同経費の支出について
24,695

こども青少年局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞（令和２年４月～令和３年３月）の買入について（第２四半期分）
39,600

こども青少年局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞（令和２年４月～令和３年３月）の買入について（第２四半期）
36,333

こども青少年局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞・日本経済新聞（令和２年４月～令和３年３月）の買入について（第２四半期分）
80,433

こども青少年局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞（令和２年４月～令和３年３月）の買入について（第２四半期）
36,333

こども青少年局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 事務参考用　官報情報サービスライセンス借入の実施および同経費の支出について（第２四半期）
6,600

こども青少年局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用拡大読書器の借入及び同経費の支出について（その２）（令和２年９月分）
10,560

こども青少年局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度こども青少年局乾式電子複写機（FAX機）４台の再リース契約にかかる経費の支出について（９月～１１月の３ヶ月契約）９月分
5,280

こども青少年局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用パソコン一式の長期借入及び同経費の支出について（その２）（令和２年９月分）
51,810

こども青少年局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（こども青少年局）一式長期借入（再リース）の実施および所要経費の支出について（９月分）
17,490
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こども青少年局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ2019）経費の支出について（９月分）
375,161

こども青少年局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等の一括調達の実施及び同所要経費の支出について（こ2017）（９月分）
1,053,563

こども青少年局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等の一括調達の実施及び同所要経費の支出について（こ10）（９月分）
446,252

こども青少年局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ2018）経費の支出について（９月分）
1,086,365

こども青少年局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等の一括調達の実施及び同所要経費の支出について（９月分）
57,663

こども青少年局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式（平成27年度一括調達分）（再リース）の借入及び同所要経費の支出について（９月分）
100,100

こども青少年局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等の一括調達の実施及び同所要経費の支出について（こ9）（９月分）
164,069

こども青少年局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 新型コロナウイルス感染防止対策用　アクリル板ほか２点の買入及び同経費の支出について
645,607

こども青少年局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 令和２年度こども青少年局文書逓送業務にかかる所要経費の支出について（９月分）
407,080

こども青少年局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 令和２年度こども青少年局給食調理者等検便検査業務委託の実施及び同所要経費の支出について（9月）
262,963

こども青少年局 総務課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 令和２年８月市内出張交通費の支出について（庶務・人事）
2,130

こども青少年局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機プリント料金の支出について（９月分）MXM7570６台分
284,402

こども青少年局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 庁舎管理用　電話機増設作業業務委託の実施及び同経費の支出について（令和２年10月６日工事）
11,825

こども青少年局 青少年課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業にかかる交付金の支出について（８月分１回目）
92,187,396

こども青少年局 青少年課 令和02年10月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用船場センタービル管理費及び建物修繕積立金の支出について（令和2年10月分）
716,729

こども青少年局 青少年課 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 令和２年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｄ）の支出について（第３四半期分）
20,177,285

こども青少年局 青少年課 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 令和２年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｃ）の支出について（第３四半期分）
24,514,909

こども青少年局 青少年課 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 令和２年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｇ）の支出について（第３四半期分）
4,936,927

こども青少年局 青少年課 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 令和２年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ａ）の支出について（第３四半期分）
727,913,746

こども青少年局 青少年課 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 令和２年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｅ）の支出について（第３四半期分）
6,573,389

こども青少年局 青少年課 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 令和２年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｂ）の支出について（第３四半期分）
156,955,408

こども青少年局 青少年課 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 令和２年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｆ）の支出について（第３四半期分）
4,351,706

こども青少年局 青少年課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　其他委員等旅費 児童いきいき放課後事業会計年度任用職員用市内出張旅費の支出について（令和２年９月分）
3,710

こども青少年局 青少年課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立信太山青少年野外活動センター管理運営業務にかかる指定管理業務代行料の支出について（第３回）
15,303,313

こども青少年局 青少年課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 負担金、補助及交付金　分担金 若者自立支援事業実施にかかる大阪駅前第２ビル（こども青少年局分室）管理費等の支出について（令和２年10月分）
184,208

こども青少年局 青少年課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 青少年課放課後グループ事業用市内出張旅費の支出について（令和２年９月分）
11,100

こども青少年局 青少年課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 令和２年度市内出張交通費および管外出張旅費（近接地）の支出について（８月分）
11,979

こども青少年局 青少年課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業にかかる交付金の支出について（８月分２回目）
41,463,293

こども青少年局 青少年課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 令和２年大阪市留守家庭児童対策事業放課後児童支援員等研修会（第１回）の実施並びに所要経費の支出について（報償金）
19,560

こども青少年局 青少年課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 使用料及賃借料　使用料 令和２年大阪市留守家庭児童対策事業放課後児童支援員等研修会（第１回）の所要経費の支出について（使用料）
21,200

こども青少年局 青少年課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度大阪市留守家庭児童対策事業補助金の交付並びに所要経費の支出について（1/2）【下半期１回目】
191,097,000

こども青少年局 青少年課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度大阪市留守家庭児童対策事業補助金の交付並びに所要経費の支出について（2/2）【下半期１回目】
151,315,000

こども青少年局 青少年課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用船場センタービル管理費及び建物修繕積立金の支出について（令和2年11月分）
716,729

こども青少年局 青少年課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立こども文化センター管理運営業務にかかる指定管理業務代行料の支出について（令和２年度第３回こども青少年局分）
18,044,307

こども青少年局 青少年課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 令和２年度大阪市塾代助成事業に関する包括業務委託の実施及び同所要経費の支出について（下半期分）
264,769,975

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月07日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 経理・企画課業務用出張交通費の支出について（令和２年８月分）
74,078

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 こども支援ネットワーク事業（こども食堂等への支援）食品用ラップほか２点の購入について
282,462

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 直営修繕事業用　アルコール検知器の購入経費の支出について
37,400

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 第12回こどもの貧困対策推進本部会議にかかる報償金の支出について
51,420

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,966

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
115,373

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
48,864

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
332

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
990

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,096

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
336

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
910
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こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
252

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,500

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,102

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
10,980

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　医薬材料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,802

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
97

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
588

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　其他委員等旅費 経理・企画課会計年度任用職員業務用出張交通費の支出について（令和２年８月分）
13,600

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 経理・企画課業務用出張交通費の支出について（令和２年９月分）
36,798

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　光熱水費 令和２年度もと瓜破幼稚園における電気料金の支出について（９月分）
3,003

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 原材料費　工事材料費 直営修繕作業用　透明ガラスほか３点の購入経費の支出について（完了金）
418,330

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局企画部経理・企画課事業用小型トラックの長期借入経費の支出について（その２）９月分
29,370

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局企画部経理・企画課事業用貨客兼用車　ほか１点の長期借入経費の支出について　９月分
55,330

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 令和２年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
26,301

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 令和２年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
153,740

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 令和２年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
13,277

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 令和２年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
25,535

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 令和２年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
43,725

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 令和２年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
378,474

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 令和２年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
17,077

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 令和２年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
57,140

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 令和２年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
19,852

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 令和２年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
97,764

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 令和２年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
131,506

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 令和２年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
310,936

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 令和２年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
192,552

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　消耗品費 令和２年度上半期局内一括購入物品（事務用品）の購入及び同経費の支出について
23,721

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
46,892

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
17,382

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
8,164

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
20,466

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
2,086

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
10,180

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
94

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
356,239

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
42,080

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
78,582

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
40,606

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
11,638

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
25,002

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
28,874

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
66,528

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費
子育て世帯臨時特別給付
金支給事業費

役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
13,524

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費
ひとり親世帯臨時特別給
付金支給事業費

役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
127,710

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
2,680

こども青少年局 経理・企画課 令和02年10月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
2,760

こども青少年局 管理課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 家庭児童相談員の公務災害にかかる療養補償の支出について
17,556
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こども青少年局 管理課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費
子育て世帯臨時特別給付
金支給事業費

負担金、補助及交付金　交付金 子育て世帯への臨時特別給付金支払通知書兼領収書の送付及び給付金の支出について（資金前渡）（３回目）
30,000

こども青少年局 管理課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年１０月５日支払い児童手当給付費の支出について（施設）
43,230,000

こども青少年局 管理課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年１０月５日支払い児童手当給付費の支出について
12,175,592,211

こども青少年局 管理課 令和02年10月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 令和２年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（８月分）その２
65,780

こども青少年局 管理課 令和02年10月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費
子育て世帯臨時特別給付
金支給事業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年１０月６日支払い子育て世帯への臨時特別給付金の支出について（市長部局・３，４回目）
3,770,000

こども青少年局 管理課 令和02年10月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費
子育て世帯臨時特別給付
金支給事業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年１０月６日支払い子育て世帯への臨時特別給付金の支出について（民間１１回目）
3,560,000

こども青少年局 管理課 令和02年10月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費
子育て世帯臨時特別給付
金支給事業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年１０月６日支払い子育て世帯への臨時特別給付金の支出について（教育委員会・３回目）
2,730,000

こども青少年局 管理課 令和02年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 子育てのための施設等利用給付費の精算について：８月受付分（摂津ひかり幼稚園外２件）
161,810

こども青少年局 管理課 令和02年10月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支出について（令和２年８月分）
16,380

こども青少年局 管理課 令和02年10月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支出について（令和２年８月分）
8,013

こども青少年局 管理課 令和02年10月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 令和２年度　産後ケア事業に係る委託料の支出について　８月分（第９回目）
3,581,715

こども青少年局 管理課 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 児童家庭法令通達集追録の買入の実施及び同所要経費の支出について（第９０４～９０５号）
9,680

こども青少年局 管理課 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 幼児教育無償化にかかる子育てのための施設等利用給付費の支出について（７～９月分）２回目
154,200

こども青少年局 管理課 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 幼児教育無償化にかかる子育てのための施設等利用給付費の支出について（９月受付分入園料③）
958,800

こども青少年局 管理課 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　其他扶助金 副食費実費徴収にかかる補足給付（９月受付分）の支出について（私学助成園）
124,110

こども青少年局 管理課 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　医薬材料費 乳幼児健康診査事業用　手指消毒用アルコールジェルの購入経費の支出について
69,300

こども青少年局 管理課 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　医薬材料費 歯科健康診査・保健指導事業用　歯科ミラー　ほか３点の購入経費の支出について
1,436,776

こども青少年局 管理課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立幼稚園保育料過年度還付の支出について（平成30年度　日吉幼稚園）
14,000

こども青少年局 管理課 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（第７回）
22,443,211

こども青少年局 管理課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　医薬材料費 乳幼児健康診査用　サージカルマスクの購入及び同所要経費の支出について
118,800

こども青少年局 管理課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 令和２年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　８月分②（29回目・府内個別）
13,156

こども青少年局 管理課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 令和２年度　新生児聴覚検査事業に要する医療扶助費の再支出について（２回目）
1,500

こども青少年局 管理課 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 令和２年度地域子育て支援拠点事業（民間実施分）の実施及び同所要経費の支出について（令和２年10月開始）第３四半期分：その１
1,228,998

こども青少年局 管理課 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 新型コロナウイルス感染症対策（大阪市ファミリー・サポート・センター事業）補助金交付の支出について（第１四半期）
698,000

こども青少年局 管理課 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 （仮称）未就学児（0歳から5歳児）世帯への特別給付金用窓あき封筒　製造請負の支出について
388,740

こども青少年局 管理課 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　印刷製本費 （仮称）未就学児（０歳から５歳児）世帯への特別給付金お知らせビラ　印刷の支出について
164,703

こども青少年局 管理課 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 令和２年度　乳児一般健康診査用　乳児後期健康診査受診票（Ａ）　ほか２点印刷にかかる所要経費の支出について（その１）
400,037

こども青少年局 管理課 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　印刷製本費 令和２年度　乳児一般健康診査用　乳児後期健康診査受診票（Ａ）　ほか２点印刷にかかる所要経費の支出について（その１）
142,870

こども青少年局 管理課 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 令和２年度　妊産婦健康診査、新生児聴覚検査事業に要する健診委託料の支出について　８月分（28回目　府内）
303,822

こども青少年局 管理課 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 令和２年度　妊産婦健康診査、新生児聴覚検査事業に要する健診委託料の支出について　７月分②（27回目　府内）
9,280

こども青少年局 管理課 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 令和２年度市立幼稚園非常通報装置設備保守点検業務委託にかかる同経費の支出について（上半期）
1,029,600

こども青少年局 管理課 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 児童手当実務提要追録（第９５～９６号）買入及び同所要経費の支出について
7,986

こども青少年局 管理課 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 新型コロナウイルス感染症の流行下における妊産婦総合対策事業（不安を抱える妊婦への分娩前ウイルス検査）にかかる医療扶助費の支出について（１回目）
1,239,500

こども青少年局 管理課 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市立大江幼稚園用地の借入および同所要経費の支出について（令和2年度前期分）
3,583,884

こども青少年局 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 育児休業代替大阪市家庭児童相談員採用試験にかかる外部出題料の支出について
1,600

こども青少年局 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度あいりん特別保育対策事業の委託料の支出について（３回目/４回）
3,536,604

こども青少年局 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度あいりん児童健全育成事業の委託料の支出について（３回目/４回）
3,022,477

こども青少年局 管理課 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム用ADF機能付きスキャナ（母子保健事務）長期借入経費の支出について（９月分）
845,680

こども青少年局 管理課 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 幼児教育無償化にかかる子育てのための施設等利用給付費（預かり保育料⑪４月受付分）の支出について
1,022,750

こども青少年局 管理課 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務長期継続委託（南部エリア）の所要経費の支出ついて
300,960

こども青少年局 管理課 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務長期継続委託（北部エリア）の所要経費の支出ついて（9月分）
481,338

こども青少年局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 令和２年度地域子育て支援拠点事業（民間実施分）の実施及び同所要経費の支出について（令和２年10月開始）第3四半期分：その２
1,228,998

こども青少年局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費
子育て世帯臨時特別給付
金支給事業費

負担金、補助及交付金　交付金 子育て世帯への臨時特別給付金支払通知書兼領収書の送付及び給付金の支出について（資金前渡）（４回目）
10,000

こども青少年局 管理課 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　印刷製本費 大阪市多胎児家庭外出支援事業周知チラシ印刷に係る所要経費の支出について
26,400

こども青少年局 管理課 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費
子育て世帯臨時特別給付
金支給事業費

役務費　手数料 子育て世帯への臨時特別給付金の口座振込手数料の支出について（３回目・９月分）
126,940

こども青少年局 管理課 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費
子育て世帯臨時特別給付
金支給事業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年１０月２１日支払い子育て世帯への臨時特別給付金の支出について（民間１２回目）
620,000

こども青少年局 管理課 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費
子育て世帯臨時特別給付
金支給事業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年１０月２１日支払い子育て世帯への臨時特別給付金の支出について（市職外公務員・５回目）
2,960,000
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こども青少年局 管理課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 幼児教育無償化にかかる子育てのための施設等利用費の再支出について（９月受付分入園料③）
21,000

こども青少年局 管理課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　医薬材料費 乳幼児健康診査用　消毒用アルコールの購入及び同所要経費の支出について
12,320

こども青少年局 管理課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 令和２年度北区子ども・子育てプラザ外23か所にかかる非常通報装置設備の保守点検業務の実施及び同経費の支出について（４～９月分）
475,200

こども青少年局 管理課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 令和２年度もと福島勤労青少年ホームにかかるエレベーター保守点検業務の実施及び同経費の支出について（第２四半期分）
157,080

こども青少年局 管理課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 新型コロナウイルス感染症対策（大阪市ファミリー・サポート・センター事業）補助金交付の支出について（第１四半期）②
62,000

こども青少年局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度児童手当事業に係る子育てワンストップサービスに関する電子データのダウンロード・署名検証・帳票等作成業務委託に係る経費の支出について（９月分）
72,598

こども青少年局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市多胎児家庭外出支援事業におけるタクシー給付券の利用に係る支出について
4,000

こども青少年局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 令和２年度妊産婦・乳児一般健康診査、出産前小児保健指導事業、新生児聴覚検査事業に要する健診委託料の支出について９月分（30回目　大阪府医師会）
220,395,266

こども青少年局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務長期継続委託（中部エリア）の所要経費の支出について（9月分）
715,000

こども青少年局 管理課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 乳幼児健康診査事業用　色上質紙ほか６点の購入経費の支出について
411,670

こども青少年局 管理課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 大阪市病児・病後児保育事業委託事業者選定会議にかかる委員報酬の支出について
51,420

こども青少年局 管理課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 令和２年１０月２８日支払い未就学児を養育する世帯への特別給付金の支出について（１回目）
5,984,850,000

こども青少年局 管理課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園用乾式電子複写機借入経費の支出について（令和２年９月分）
501,437

こども青少年局 管理課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 幼児教育無償化にかかる子育てのための施設等利用給付費（預かり保育料4～6月公立分①）の支出について
1,889,150

こども青少年局 管理課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 令和２年度　妊婦健康診査、新生児聴覚検査事業に要する健診委託料の支出について　８月分（32回目・府外）
9,673,670

こども青少年局 管理課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 令和２年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　９月分（31回目・府内個別）
644,644

こども青少年局 管理課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 令和２年度　新生児聴覚検査事業に要する医療扶助費の支出について（６回目）
206,930

こども青少年局 管理課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 令和２年度　妊婦健康診査事業に要する医療扶助費の支出について（６回目）
2,316,780

こども青少年局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　其他委員等旅費 家庭児童相談員の市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
17,760

こども青少年局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（令和２年９月分）の支出について
14,086

こども青少年局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 乳児家庭全戸訪問事業にかかる出生連絡票後納料金の支払いについて（９月分）
65,442

こども青少年局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 幼児教育無償化にかかる子育てのための施設等利用給付費の支出について（１０～１２月分）保育料１回目
979,571,350

こども青少年局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 未就学児を養育する世帯への特別給付金の案内送付に係る郵便料金の支出について
7,319,185

こども青少年局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 令和２年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　９月分②（33回目・府内個別）
171,028

こども青少年局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 令和２年度　妊産婦健康診査、新生児聴覚検査事業に要する健診委託料の支出について　９月分（34回目　府内）
288,700

こども青少年局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 令和２年度　産後ケア事業に係る委託料の支出について　９月分（第10回目）
2,454,232

こども青少年局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 令和２年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（９月分）
126,206

こども青少年局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（第８回）
21,784,950

こども青少年局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立男女共同参画センター子育て活動支援館管理運営業務の実施及び同所要経費の支出について（第３四半期）
15,254,439

こども青少年局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 令和２年度　市立幼稚園回線使用料の支出について（9月1日～9月30日）
246,955

こども青少年局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 靱幼稚園エレベーター設備保守点検業務委託契約経費の支出について
270,600

こども青少年局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立幼稚園用自動体外式除細動器（AED）長期借入にかかる支出について（長期継続契約）（９月分）
15,070

こども青少年局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立滝川幼稚園ほか48園自動体外式除細動器（AED）長期借入契約にかかる支出について（９月分）
113,850

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（令和2年度：14回目）
39,270

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（令和2年4月～6月分):第12回目
423,000

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル（明治小学校分校）にかかる、電気使用料金経費の支出について（９月請求分）
42,320

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　こども医療助成費にかかる支出について（１０月５日払い分）１／５
1,663,355

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　こども医療助成費にかかる支出について（１０月５日払い分）４／５
1,651,546

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　こども医療助成費にかかる支出について（１０月５日払い分）３／５
2,719,078

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　こども医療助成費にかかる支出について（１０月５日払い分）２／５
1,402,704

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　こども医療助成費にかかる支出について（１０月５日払い分）５／５
1,583,294

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　ひとり親医療助成費にかかる支出について（１０月５日払い分）２／５
194,642

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　ひとり親医療助成費にかかる支出について（１０月５日払い分）５／５
199,847

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　ひとり親医療助成費にかかる支出について（１０月５日払い分）４／５
274,674

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　ひとり親医療助成費にかかる支出について（１０月５日払い分）３／５
430,994

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　ひとり親医療助成費にかかる支出について（１０月５日払い分）１／５
237,889

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費
ひとり親世帯臨時特別給
付金支給事業費

役務費　通信運搬費 ひとり親世帯臨時特別給付金　料金後納郵便料金の支出について（８月分）
1,330,290
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こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（令和2年度：15回目）
49,843

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（令和2年度：16回目）
109,890

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（令和2年4月～6月分):第13回目
423,000

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費
ひとり親世帯臨時特別給
付金支給事業費

負担金、補助及交付金　交付金 ひとり親世帯臨時特別給付金の支出について（10月8日支給分）
67,420,000

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 令和２年度ひとり親家庭等日常生活支援事業及びエンゼルサポーター派遣事業にかかる所要経費の支出について（８月分）
698,543

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 令和２年度ひとり親家庭等日常生活支援事業及びエンゼルサポーター派遣事業にかかる所要経費の支出について（８月分）
953,576

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度児童扶養手当給付費の支出について（10月期随時払）
12,165,470

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度助産制度措置費（７月-２）の支出について
3,850,446

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 児童扶養手当の障がい判定に係る診断書判定業務委託料の支出について（精神）上半期分
48,400

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等作成業務委託にかかる経費の支出について（全１２回中６回目）
223,381

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等封入、封緘、配送業務委託にかかる経費の支出について（全１２回中６回目）
262,713

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（令和2年度：17回目）
29,370

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 阿波座センタービル電気室給排気ファン修繕業務の実施及び同経費の支出について
146,300

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年度第２回大阪市児童福祉審議会児童虐待事例検証部会（９月４日開催）にかかる報酬及び費用弁償の支出について
66,000

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年度第２回大阪市児童福祉審議会児童虐待事例検証部会（９月４日開催）にかかる報酬及び費用弁償の支出について
2,020

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（令和2年度8回目再支出）
12,100

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 令和２年度こども医療費助成事業用はり、きゅう及びあん摩・マッサージ施術療養費の支出について（９月決定１０月支払分）
117,090

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 令和２年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（１０月概算払分）
91,440,805

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 兵庫県立明石学園にかかる措置費（9月分）の支出について
389,323

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　其他委員等旅費 市内出張旅費（令和2年9月分・ひとり親家庭サポーター）の支出について
32,210

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　其他委員等旅費 市内出張旅費（令和2年9月分・家庭生活サポーター）の支出について
460

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 令和２年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（８月診療９月審査分・後期高齢者医療）
118,583

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 令和２年度ひとり親家庭医療費助成事業用はり、きゅう及びあん摩・マッサージ施術療養費の支出について（８月施術分（国保)）
1,278,480

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 令和２年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（10月概算払分）
75,991,504

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市若年ひとり親の新たな家庭生活サポート給付金の支出について（令和２年７月～令和２年８月分）
40,000

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 養育費に関する公正証書等作成促進補助金の支出について（令和2年9月第1回）
52,250

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 養育費の保証促進補助金の支出について（令和2年9月第1回）
40,000

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について（８月診療１０月支払い分）
20,326

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について（８月診療１０月支払い分）
19,378,553

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 こども医療証（バッチ）ほか１点の作成にかかる経費の支出について（医療助成事業用）
351,780

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費審査支払手数料の支出について（９月審査１０月払分）
455,647

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について（８月診療１０月支払い分）
102,555

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度こども医療費助成事業用医療費審査支払手数料の支出について（９月審査１０月払分）
3,214,695

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２度こども医療費助成事業用はり、きゅう及びあん摩・マッサージ施術療養費審査支払手数料の支出について（９月審査１０月払分）
6,253

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について（８月診療１０月支払い分）
31,862,272

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度児童入所施設等措置費の支出について（10月分事務費）
515,538,118

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 こども医療証（バッチ）ほか１点の作成にかかる経費の支出について（医療助成事業用）
147,103

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 令和２年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（９月審査）（国保・後期高齢分）
2,043,772

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 令和２年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（９月審査分）（国保・後期高齢分）
275,054

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 令和２年度ひとり親家庭医療費助成事業用はり、きゅう及びあん摩・マッサージ施術療養費審査支払手数料の支出について（９月審査分　国保分）
55,432

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済みらい園外３施設にかかる指定管理業務代行料の支出について（10月払）
72,220,602

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（令和2年9月分・ひとり親ライン）の支出について
5,524

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 令和２年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（９月決定１０月支払分）
8,815,617

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 滋賀県立淡海学園にかかる措置費（９月分）の支出について
388,538

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 令和２年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（８月施術分）
7,285,641

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 こども医療証（オンライン）ほか５点の作成にかかる経費の支出について（医療助成事業用）
309,375

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　印刷製本費 児童虐待防止啓発用ポスター・チラシ・栞の作成並びに同諸経費の支出について
262,462



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報

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

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　印刷製本費 こども医療証（オンライン）ほか５点の作成にかかる経費の支出について（医療助成事業用）
303,314

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 権利ノートの返信用はがきに係る郵便料金の支払いについて（10月請求分）
198

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度児童家庭支援センター運営事業に係る経費の支出について（上期）
5,894,500

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　こども医療助成費（自動償還）にかかる支出について（１０月２３日払い分）
19,118

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 こども医療証（オンライン）ほか５点の作成にかかる経費の支出について（医療助成事業用）
151,470

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 医療証送付用窓あき封筒（バッチ・アドヘア糊加工）の作成にかかる経費支出について（医療助成事業用）
123,475

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　印刷製本費 こども医療証（オンライン）ほか５点の作成にかかる経費の支出について（医療助成事業用）
41,140

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 児童扶養手当の障がい判定に係る診断書判定業務委託料の支出について（肢体不自由）上半期分
8,800

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 児童扶養手当の障がい判定に係る診断書判定業務委託料の支出について（内部）上半期分
19,800

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　ひとり親医療助成費（自動償還）にかかる支出について（１０月２３日払い分）
43,635

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立桃山学園にかかる措置費（９月分）の支出について
306,587

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 令和２年度　離婚・養育費に関する無料専門相談業務委託の実施及び同所要経費の支出について（令和２年度上半期分）
1,072,500

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　其他委員等旅費 市内出張費の支出について（令和２年９月分）
834

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 市内出張費の支出について（令和２年９月分）
12,893

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費の支出について(８～９月請求分）
373,523

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 養育費の保証促進補助金の支出について（令和2年9月第2回）
50,000

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 養育費に関する公正証書等作成促進補助金の支出について（令和2年9月第2回）
112,650

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費
ひとり親世帯臨時特別給
付金支給事業費

役務費　手数料 ひとり親世帯臨時特別給付金口座振込手数料の支出について（令和2年9月支給分）
1,373,240

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年度第１回こども・子育て支援会議ひとり親家庭等自立支援部会に係る委員報酬等の支出について
132,000

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 令和２年度第１回こども・子育て支援会議ひとり親家庭等自立支援部会に係る委員報酬等の支出について
33,460

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年度第１回こども・子育て支援会議ひとり親家庭等自立支援部会に係る委員報酬等の支出について
6,100

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度大阪市社会的養護継続支援事業の所要経費（あみさか、あさひ、里親①、里親②：９月分、そなえ：１０月分）の支出について
700,080

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 令和２年度要保護児童対策地域協議会機能強化事業業務委託（概算契約）の実施及び同所要経費の支出について（下半期）
8,902,420

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度要保護児童対策地域協議会機能強化事業業務委託（概算契約）の実施及び同所要経費の支出について（下半期）
716,500

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 ひとり親世帯臨時特別給付金事業案内ちらしほか３点の印刷経費の支出について
112,420

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費
ひとり親世帯臨時特別給
付金支給事業費

負担金、補助及交付金　交付金 ひとり親世帯臨時特別給付金の支出について（10月29日支給分）
75,370,000

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度母子生活支援施設退所児童支援ネットワーク事業にかかる業務委託料の支出について（後期分）（みおつくし福祉会）
13,560,000

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度こども医療費助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（８月診療９月審査１０月払い分）
13,835,249

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 令和２年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（１０月概算払基金分）
466,272,056

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業　こども医療助成費（自動償還）にかかる支出について（9月25日払い分）（口座振替不能分）
482

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度児童入所施設等措置費の支出について（９月分事業費１０月払い）
68,771,144

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 令和２年度　母子・父子福祉センター大阪市立愛光会館管理運営業務にかかる委託料の支出について（第三四半期分）
28,172,000

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 令和２年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（９月審査分：基金）
1,610,904

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（令和2年度：18回目）
32,701

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 令和２年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（10月概算払分：基金）
74,858,425

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（令和2年7月～9月分):第3回目
1,238,500

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（令和2年7月～9月分):第2回目
3,384,000

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（令和2年7月～9月分):第1回目
72,212,500

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル（明治小学校分校）にかかる、水道使用料金経費の支出について（１０月請求分）
13,666

こども青少年局 こども家庭課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費
ひとり親世帯臨時特別給
付金支給事業費

役務費　通信運搬費 ひとり親世帯臨時特別給付金　料金後納郵便料金の支出について（９月分）
410,166

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立阿武山学園の給食材料の購入について（令和２年10月分）
2,600,000

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　事業用切手（令和２年度第３四半期分）の購入について
14,900

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　阿武山学園入所児童生活指導訓練費の支出について（10月分）
171,500

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用ホットプレートほか15点買入および同所要経費の支出について
304,731

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　ネットワーク回線使用料（令和２年８月分）の支出について
4,895

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 阿武山学園事業用ホットプレートほか15点買入および同所要経費の支出について
42,570

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（９月分：９月１日～９月30日）
22,845
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こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　燃料費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（９月分：９月１日～９月30日）
43,000

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　小口支払基金の支出について（９月分：９月１日～９月30日）
11,800

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報償費　報償金 阿武山学園園内研修会の実施及び同所要経費の支出について（令和２年１０月１日実施分）
16,880

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用　看板　買入及び同所要経費の支出について
59,400

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿武山学園一般廃棄物収集運搬業務委託及び同所要経費の支出について（令和２年９月分）
44,000

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園観察寮舎一式　借入及び同所要経費の支出について（令和２年９月分）
838,750

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園事業用小型乗用車（３台）長期借入及び同所要経費の支出について
137,720

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園公用車の高速道路使用に係るＥＴＣ料金の支払について（令和２年９月15日締切分）
41,000

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 阿武山学園夏期園外寮単位社会体験行事実施にかかる出張命令及び同所要経費の支出について（くすのき寮）
4,640

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 阿武山学園夏期園外寮単位社会体験行事実施にかかる出張命令及び同所要経費の支出について（やまぶき寮）
6,960

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 阿武山学園白衣等洗濯業務委託（概算契約）及び同所要経費の支出について（令和２年９月分）
12,012

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用　ペーパータオル　ほか33点買入及び同所要経費の支出について
1,067,616

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 阿武山学園　水道料金（令和２年８月分～令和２年９月分）
709,098

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 阿武山学園　水道料金（令和２年８月分～令和２年９月分）
998,371

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿武山学園警察非常通報装置保守点検業務委託及び同所要経費の支出について（令和２年４月～９月分）
18,480

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿武山学園　プールろ過装置保守点検業務経費の支出について
44,000

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 阿武山学園向日葵寮・山吹寮空調機修繕作業及び同経費の支出について
259,017

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 阿武山学園夏期園外寮単位社会体験行事実施にかかる出張命令及び同所要経費の支出について（もみじ寮）
9,960

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 阿武山学園夏期園外寮単位社会体験行事実施にかかる出張命令及び同所要経費の支出について（いちょう寮）
10,000

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 阿武山学園夏期園外寮単位社会体験行事実施にかかる出張命令及び同所要経費の支出について（ひまわり寮）
9,960

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度弘済小学校分校修学旅行にかかる分担金の支出について
26,936

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度　弘済中学校分校修学旅行にかかる分担金の支出について
1,572,798

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　食糧費 近畿児童自立支援施設バレーボール大会の参加に伴う昼食代・夕食代の支出について
28,000

こども青少年局 阿武山学園 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　ネットワーク回線使用料（令和２年９月分）の支出について
4,895

こども青少年局 運営担当 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 令和２年度こども相談センター給食材料購入事業資金の支出について（１０月分）
4,000,000

こども青少年局 運営担当 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.５）
1,115,102

こども青少年局 運営担当 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 協力専門医に対する医療相談に係る報償金の支出について（９月７日依頼分〉
21,300

こども青少年局 運営担当 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（令和２年９月８日実施分）
51,800

こども青少年局 運営担当 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター一時保護所用　教科書（国語）１ほか40点買入経費の支出について
19,307

こども青少年局 運営担当 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター事業用医学書１ほか215点買入経費の支出について
531,824

こども青少年局 運営担当 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 令和２年度上半期こども相談センター事業用折り紙ほか15件買入契約にかかる支出について
22,187

こども青少年局 運営担当 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市こども相談センター及び南部こども相談センターにおける寝具一式長期借入経費の支出について（８月分）
101,090

こども青少年局 運営担当 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市こども相談センター及び南部こども相談センターにおける寝具一式長期借入経費の支出について（８月分）
55,055

こども青少年局 運営担当 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 備品購入費　図書購入費 こども相談センター事業用医学書１ほか215点買入経費の支出について
18,260

こども青少年局 運営担当 令和02年10月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.５）
838,398

こども青少年局 運営担当 令和02年10月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（令和２年９月８日実施分）
2,680

こども青少年局 運営担当 令和02年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 令和２年度児童福祉司任用後研修にかかる経費の支出について（9月4日実施分）
10,700

こども青少年局 運営担当 令和02年10月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（令和２年９月17日実施分）
1,740

こども青少年局 運営担当 令和02年10月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（令和２年９月18日実施分）
8,460

こども青少年局 運営担当 令和02年10月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（令和２年９月17日実施分）
16,280

こども青少年局 運営担当 令和02年10月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（令和２年９月14日実施分）
51,160

こども青少年局 運営担当 令和02年10月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 中央こども相談センター所長印ほか1点買入及び同経費の支出について（一般事務用）
13,200

こども青少年局 運営担当 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業(性加害治療教育プログラム）の実施経費の支出について（９/16実施分）
13,950

こども青少年局 運営担当 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業(性加害治療教育プログラム）の実施経費の支出について（９/16実施分）
4,650

こども青少年局 運営担当 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 里親登録前研修にかかる報償金（第３クール分）の支出について
38,740

こども青少年局 運営担当 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　其他委員等旅費 大阪市こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（会計年度任用職員７月・８月分）の支出について
88,450

こども青少年局 運営担当 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（令和２年９月23日実施分）
6,760
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こども青少年局 運営担当 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（令和２年９月26日実施分）
3,380

こども青少年局 運営担当 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター一時保護所用ゴミ袋（90L）ほか20点買入経費の支出について
426,910

こども青少年局 運営担当 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 令和２年度こども相談センター事業用電話料金（９月請求分）の支出について（児童虐待ホットライン用フリーダイヤル通話料）
36,339

こども青少年局 運営担当 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　食糧費 令和２年度こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（９月末分）
367

こども青少年局 運営担当 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 令和２年度こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（９月末分）
70,000

こども青少年局 運営担当 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　食糧費 令和２年度こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（９月末分）
410

こども青少年局 運営担当 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 令和２年度こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（９月末分）
33,910

こども青少年局 運営担当 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 令和２年度こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（９月末分）
150

こども青少年局 運営担当 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（９月末分）
12,960

こども青少年局 運営担当 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 令和２年度教育相談事業ケース検討会議の講師謝礼の支出について（支援方策の見立て第３回）
87,540

こども青少年局 運営担当 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（令和２年９月24日実施分）
1,640

こども青少年局 運営担当 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（令和２年９月28日実施分）
20,120

こども青少年局 運営担当 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（令和２年９月18日実施分）
37,860

こども青少年局 運営担当 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 大阪市こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（８月分）の支出について
540,655

こども青少年局 運営担当 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　印刷製本費 里親制度普及啓発用　養育里親募集リーフレットほか２点印刷及び同経費の支出について
113,190

こども青少年局 運営担当 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度「性被害からの回復支援に関わる研修」にかかる受講料の支出について（9月21・22日実施分）
15,000

こども青少年局 運営担当 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 児童相談システム機器等長期借入経費の支出について（９月分）
7,348

こども青少年局 運営担当 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 児童相談システム機器等長期借入経費の支出について（９月分）
91,861

こども青少年局 運営担当 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 児童相談システム機器等長期借入経費の支出について（９月分）
91,861

こども青少年局 運営担当 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（令和２年９月29日実施分）
3,380

こども青少年局 運営担当 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 令和２年度大阪市こども相談センター事業用毎日新聞ほか１点　買入契約にかかる支出について（第２四半期分）
26,811

こども青少年局 運営担当 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 令和２年度大阪市こども相談センター事業用産経新聞 買入契約にかかる支出について（第２四半期分）
12,111

こども青少年局 運営担当 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 令和２年度大阪市こども相談センター事業用読売新聞 買入契約にかかる支出について（第２四半期分）
13,200

こども青少年局 運営担当 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度こども相談センター診療所用レセプト電算処理システム長期借入及び同経費の支出について
58,860

こども青少年局 運営担当 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 里親制度普及啓発用　絆創膏買入及び同経費の支出について
330,000

こども青少年局 運営担当 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（令和２年10月２日実施分）
3,040

こども青少年局 運営担当 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（令和２年９月23日実施分）
59,480

こども青少年局 運営担当 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 令和２年度児童相談システム用バックアップデータ遠隔地保管業務委託契約にかかる支出について（９月分）
6,820

こども青少年局 運営担当 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.６）
3,370,156

こども青少年局 運営担当 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.５）
334,431

こども青少年局 運営担当 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.５）
200,258

こども青少年局 運営担当 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 令和２年度第１回教育相談事業推進会議の講師謝礼の支出について
85,020

こども青少年局 運営担当 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 令和２年度上半期こども相談センター事業用ＷＩＳＣ－Ⅳ知能検査記録用紙セットほか８点の買入契約にかかる支出について
1,085,700

こども青少年局 運営担当 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 大阪市こども相談センター事業用ガス料金（１０月分）の支出について
1,201,197

こども青少年局 運営担当 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 令和２年度こども相談センター事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
74,616

こども青少年局 運営担当 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター清掃業務委託費(令和2年9月分)の支出について
1,114,410

こども青少年局 運営担当 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 令和２年度こども相談センター構内電話交換設備保守点検業務委託費(令和2年7月～9月分）の支出について
184,140

こども青少年局 運営担当 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター等施設維持管理業務委託費(令和2年9月分)の支出について
1,977,800

こども青少年局 運営担当 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 令和２年度大阪市こども相談センター自動ドア保守点検業務委託費（令和2年7月～9月分）の支出について
54,450

こども青少年局 運営担当 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター警備（人的警備）業務委託費(令和2年9月分)の支出について
679,403

こども青少年局 運営担当 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 令和２年度大阪市こども相談センター休日及び平日夜間電話教育相談事業業務委託（令和２年９月分）にかかる経費の支出について
2,291,666

こども青少年局 運営担当 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 令和２年度大阪市こども相談センター昇降機保守点検業務委託費(令和2年9月分)の支出について
136,400

こども青少年局 運営担当 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 令和２年度大阪市こども相談センター不登校児童通所事業業務委託（令和２年９月分）にかかる経費の支出について
7,608,938

こども青少年局 運営担当 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 令和２年度こども相談センター非常通報装置保守点検業務費(令和2年4月～9月分)の支出について
19,800

こども青少年局 運営担当 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度こども相談センター事業用乾式電子複写機（ＦＡＸ機）長期借入契約にかかる支出について（９月分）
8,035

こども青少年局 運営担当 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター事業用自動車のリース（長期契約）にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
113,832

こども青少年局 運営担当 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 令和２年度こども相談センター親・子のカウンセリング事業用報償金（９月分）の支出について
98,040
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こども青少年局 運営担当 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 令和２年度こども相談センター親・子のカウンセリング事業用報償金（９月分）の支出について
179,640

こども青少年局 運営担当 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 協力専門医に対する医療相談に係る報償金の支出について（９月23日依頼分〉
7,100

こども青少年局 運営担当 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 令和２年度こども相談センター事業用電池内蔵ＬＥＤ非常用照明器具ほか４点　買入経費の支出について
459,800

こども青少年局 運営担当 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 児童移送用公用車ＥＴＣ利用有料道路通行料（８月分）の支出について
79,320

こども青少年局 運営担当 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 大阪市こども相談センター事業用電気料金（９月分）の支出について
2,310,325

こども青少年局 運営担当 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（令和２年10月８日実施分）
2,800

こども青少年局 運営担当 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 令和２年度こども相談センター用乾式デジタル複合機（単価契約）の支出について（９月分）
23,900

こども青少年局 運営担当 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 児童福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（９月分）の支出について
82,500

こども青少年局 運営担当 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 スクールカウンセラー報償金の支出について（令和２年度９月分）
23,015,775

こども青少年局 運営担当 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 児童福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（９月分）の支出について
3,240

こども青少年局 運営担当 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 こども相談センター（森ノ宮・南部）及び阿武山学園乾式デジタル複合機長期借入（単価契約） の支出について（令和２年９月分）
12,796

こども青少年局 運営担当 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業(性加害治療教育プログラム）の実施経費の支出について（10/７実施分）
4,650

こども青少年局 運営担当 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業(性加害治療教育プログラム）の実施経費の支出について（10/７実施分）
13,950

こども青少年局 運営担当 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業(性加害治療教育プログラム）の実施経費の支出について（10/７実施分）
21,375

こども青少年局 運営担当 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 令和２年度特別支援教育相談研修の講師謝礼の支出について
14,460

こども青少年局 運営担当 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業(性加害治療教育プログラム）の実施経費の支出について（10/７実施分）
7,125

こども青少年局 運営担当 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター（森ノ宮・南部）及び阿武山学園乾式デジタル複合機長期借入（単価契約） の支出について（令和２年９月分）
9,756

こども青少年局 運営担当 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター（森ノ宮・南部）及び阿武山学園乾式デジタル複合機長期借入（単価契約） の支出について（令和２年９月分）
132,979

こども青少年局 運営担当 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 令和２年度こども相談センター給食材料購入事業資金の支出について（１１月分）
3,880,000

こども青少年局 運営担当 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　医薬材料費 こども相談センター事業用滅菌手袋ほか27点買入経費の支出について
217,030

こども青少年局 運営担当 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 令和２年度大阪市こども相談センター及び大阪市南部こども相談センター白衣等洗濯請負業務委託の実施経費の支出について（９月分）
24,596

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度南部こども相談センター一時保護委託費の支出について（No.108）
1,022,372

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 大阪市こども相談センター及び南部こども相談センター一時保護所用　柄付コップ（幼児用）　ほか１０点の買入にかかる所要経費の支出について（その２）
339,867

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 令和２年度大阪市南部こども相談センターにおける庁内情報ネットワーク用回線使用料（令和２年８月分）の支出について
4,895

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（令和２年９月15日実施分）
2,340

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度南部こども相談センター一時保護委託費の支出について（No.108）
62,976

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 南部こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（７月分）の支出について
141,618

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 南部こども相談センター児童相談システム機器（追加分）等借入経費の支出について（９月分）
14,190

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出の変更について（令和２年９月30日実施分）
17,440

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（令和２年９月24日実施分）
1,760

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 大阪市南部こども相談センター事業用朝日新聞の買入経費の支出について（令和２年７月～９月分）
12,111

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 大阪市南部こども相談センター事業用産経新聞の買入について（令和２年７月～９月分）
12,111

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター事業用（５人乗り）自動車の長期借入（南部）の支出について（令和２年９月分）
37,070

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 南部こども相談センター診療所用レセプト電算処理システム長期借入経費の支出について（９月分）
47,564

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度「性加害行動変化のための治療教育に関する研修」への参加にかかる経費の支出について（令和２年９月26日実施分）
10,000

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 大阪市南部こども相談センター事業用毎日新聞外１点の買入経費の支出について（令和２年７月～９月分）
26,811

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター一時保護所用　児童用（男児用）靴下　ほか６点の買入にかかる所要経費の支出について
503,734

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 南部こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
20,000

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 南部こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
7,760

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 南部こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
3,140

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市南部こども相談センター清掃業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（令和２年９月分）
214,500

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市南部こども相談センター警備(人的警備)業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（令和２年９月分）
691,900

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市南部こども相談センター事業用乾式電子複写機（ＦＡＸ機）長期借入にかかる所要経費の支出について（令和２年９月分）
5,076

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度南部こども相談センター一時保護委託費の支出について（No.110）
1,178,612

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 令和２年度南部こども相談センター事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
18,683

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市南部こども相談センター事業用小型乗用車長期借入経費の支出にについて（令和２年９月分）
65,890

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 南部こども相談センター児童移送用公用車ETC利用有料道路通行料の支出について（令和２年８月分）
37,440
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こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 大阪市南部こども相談センター事業用福祉新聞の買入経費の支出について（令和２年４月～９月分）
9,900

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 大阪市南部こども相談センター事業用読売新聞の買入経費の支出について（令和２年７月～９月分）
13,200

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（令和２年10月12日実施分）
17,900

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 令和２年度大阪市南部こども相談センター用乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）再契約にかかる支出について（令和２年９月分）
88,534

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 令和２年度大阪市南部こども相談センター児童虐待防止援助活動弁護士報酬の支出について（第２四半期）
142,000

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　其他委員等旅費 南部こども相談センター（会計年度任用職員）事業用市内・近接管外出張交通費（９月分）の支出について
11,783

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 令和２年度大阪市南部こども相談センターにおける庁内情報ネットワーク用回線使用料（令和２年９月分）の支出について
4,895

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 パネル①外１点買入代金の支出について
125,400

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市特定地域型保育事業所運営補助金の支出について(１回目)
39,090,000

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 大阪市児童福祉審議会保育事業認可部会に係る経費の支出について【第２回：持ち回り】
99,000

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 こども・子育て支援会議認可・確認部会に係る委員報酬の支出について【第２回：持ち回り】
99,000

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 大阪市児童福祉審議会保育事業認可部会に係る経費の支出について【第２回：持ち回り】
820

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月08日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　其他委員等旅費 令和２年度市内出張交通費の支出について（指導監査Ｇ）（７月分）
17,030

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　其他委員等旅費 令和２年度市内出張交通費の支出について（指導監査Ｇ）（７月分）
94,931

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　子育てのための施設等利用給付費の支出について（認可外保育施設等）（１６回目）
444,000

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　市内民間幼稚園子どものための教育・保育給付費（１０月分）の支出について
122,915,055

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　市内民間認定こども園子どものための教育・保育給付費（１０月分）の支出について
1,074,294,188

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　市内民間認可保育所子どものための教育・保育給付費（１０月分）の支出について
3,764,752,320

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　市内地域型保育事業所子どものための教育・保育給付費（１０月分）の支出について
619,840,350

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　其他委員等旅費 令和２年度市内出張交通費の支出について（指導監査Ｇ）（８月分）
16,740

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　其他委員等旅費 令和２年度市内出張交通費の支出について（指導監査Ｇ）（８月分）
77,610

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度　船場センタービル　管理費及び修繕積立費（１０月分）の支出について
112,360

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 こども・子育て支援会議認可・確認部会に係る委員報酬の支出について【認定こども園移行予定の学校法人喜連学園の事業計画変更に伴う意見聴取について（持ち回り）】
66,000

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 令和２年度市内出張交通費の支出について（８月分）
69,243

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　備品修繕料 保育企画課庁内情報端末の修理にかかる支出について
101,508

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 令和２年度総合福祉システム（福祉五法システム）保育所入所関係帳票裁断、封入、折込、仕分け、配送業務委託にかかる経費の支出について（全１２回中６回目）
159,335

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度大阪市民間保育所等整備費補助事業にかかる補助金の支出について（社会福祉法人みやびソフィア横堤保育園整備事業２年目）
99,855,000

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　子育てのための施設等利用給付費の支出について（認可外保育施設等）（１７回目）
222,000

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　子育てのための施設等利用給付費の支出について（認可外保育施設等）（１８回目）
589,200

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　子育てのための施設等利用給付費の支出について（認可外保育施設等）（１９回目）
394,990

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　他市民間認定こども園子どものための教育・保育給付費（１０月分）の支出について
38,467,672

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　他市民間保育所子どものための教育・保育給付費（１０月分）の支出について
1,775,580

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　他市地域型保育事業所子どものための教育・保育給付費（１０月分）の支出について
4,230,900

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　他市幼稚園子どものための教育・保育給付費（１０月分）の支出について
843,342

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度公立保育所保育料過誤納金（過年度調定分）の還付に関する（９月請求分）支出について
74,600

こども青少年局 保育企画課 令和02年10月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度私立保育所保育料過誤納金（過年度調定分）の還付に関する（９月請求分）支出について
890,550

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 姫島保育所事務所空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
9,790

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年3月分公立保育所給食費（日割計算による軽減）の還付について（８月請求分第２回目）
1,977,728

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用エアコン用ペアコイル買入に係る経費の支出について
44,000

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 令和２年度市立保育所（木川第1保育所・子育て支援センター）における電話料金の支出について（8月分）
3,080

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和元年度分公立保育所給食費（過誤納）の還付について（９月請求分第１回目）
103,800

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　調理用手袋Ｓ　ほか７点の購入及び同経費の支出について
998,145

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所運営課市内出張交通費の支払いについて（８月分）
239,958

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　マスク　ほか３点の購入及び同経費の支出について
1,039,423

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 公立保育所給食費の過年度還付について
1,568

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所等用　外国語翻訳機　買入及び同経費の支出について
5,490,111

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（令和2年4月～令和3年3月）（8月分）の支出について
376,915
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こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 令和２年度　保育所運営業務委託料の支出について（10月分）
245,624,350

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 高松保育所仮設園舎一式借入契約に係る経費の支出について（令和２年９月分）
5,211,006

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 南江口保育所施設一式借入契約に係る経費の支出について（令和２年９月分）
1,353,566

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 南津守保育所施設一式長期借入契約の実施及び同所要経費の支出について
731,500

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立保育所等情報発信メール配信サービス提供業務委託の実施及び同所要経費の支出について
99,000

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月21日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年3月分公立保育所給食費（日割計算による軽減）の還付について（９月請求分）
469,424

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 長吉第１保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（2020年7月～2020年9月分）
262,350

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 令和２年度こども青少年局所管施設一般廃棄物収集・運搬業務委託（概算契約）の所要経費について（９月分）
1,123,365

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 森小路保育所ほか２か所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第２四半期分）
493,350

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 松之宮保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（令和2年7月1日～令和2年9月30日分）
104,610

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 南大江保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（令和２年７月～令和２年９月分）
290,730

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 北加賀屋保育所ほか１か所自動ドア設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第２四半期分）
17,820

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について　特別保育事業（令和２年８月分）
65,134

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 大阪市立保育所非常通報装置設備保守点検業務委託の所要経費の支出について(令和2年4月～令和2年9月分)
69,300

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について　一般事業（令和２年８月分）
209,629

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 市立保育所機械警備業務委託（北エリア）の支出について（9月分）
185,163

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 令和２年度こども青少年局所管施設産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（9月分）
1,283,839

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 もと福保育所一般廃棄物収集運搬業務委託に係る経費の支出について
99,000

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立保育所非常通報装置設備保守点検業務委託の所要経費の支出について(令和2年4月～令和2年9月分)
870,540

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 市立保育所機械警備業務委託（東エリア）の支出について（9月分）
201,476

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所運営課市内出張交通費の支払いについて（４月口座不能分）
360

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和2年度都市再生機構内保育所（出来島・千島・豊里第２）賃貸料、共益費の支出について（10月分）
16,400

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 市立野田保育所入所児童緊急受診に伴うタクシー乗車料金の支出について
1,720

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（9月分）
51,571

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（9月分）
292,202

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 加島第１保育所ほか16施設で使用する電気（高圧）（9月分）
3,075,452

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 大浪保育所調理室食器消毒保管庫修繕の実施及び同所要経費の支出について
93,940

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 日之出保育所５歳児保育室空調機修繕に係る経費の支出について
198,418

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（令和2年4月～令和3年3月）（9月分）の支出について
376,915

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大淀保育所ほか１３か所プール組立解体及び保守点検業務（概算契約）に係る経費の支出ついて
819,303

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 もと福保育所産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託の実施及び同所要経費の支出について
475,200

こども青少年局 保育所運営課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 日之出保育所プールろ過装置保守点検の実施及び同所要経費の支出について
44,000

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年10月01日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 就学前教育カリキュラムパイロット園所事業にかかる所要経費の支出について（9月分）
95,360

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 令和２年度大阪市保育・幼児教育センターにおけるインターネット回線使用料の支出について（８月分）
4,895

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年10月05日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 大阪市保育・幼児教育センター事業用後納郵便料金の支出について（令和２年８月分）
8,580

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年10月07日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 公私幼保合同研修 【9月実施　公私幼保合同研修】にかかる所要経費の支出について（報償金）
62,440

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 就学前教育カリキュラム　子育て講演会【９月実施】にかかる所要経費の支出について（報償金）
16,360

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年10月09日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度大阪市保育・幼児教育センター維持管理にかかる所要経費の支出について（令和２年８月分光熱水費等）
1,226,330

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 公私幼保合同研究会【9月実施】にかかる所要経費の支出について（報償金）
73,480

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 大阪市保育・幼児教育センター事業用図書１ほか13点の支出について
19,140

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　其他委員等旅費 令和２年度市内出張交通費の支出について（9月分）（会計年度任用職員）
3,980

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 令和２年度市内出張交通費の支出について（9月分）
10,860

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 大阪市保育・幼児教育センター用乾式電子複写機借入経費の支出について（令和２年９月分）
34,060

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 大阪市保育・幼児教育センター事業用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
672

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 大阪市保育・幼児教育センター清掃業務委託 長期継続の所要経費の支出について（令和２年９月分）
128,150

環境局 環境管理課 令和02年10月01日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 （環境規制）連絡調整用市内等出張交通費の支出について（令和２年８月分）
7,060

環境局 環境管理課 令和02年10月01日 一般会計 環境費 環境費 環境費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度瀬戸内海環境保全知事・市長会議分担金の支出について
225,000
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環境局 環境管理課 令和02年10月02日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（燃－１・公害パトロール用・８月分）
3,190

環境局 環境管理課 令和02年10月07日 一般会計 環境費 環境費 環境費 負担金、補助及交付金　分担金 窒素酸化物対策推進事業用　大阪自動車環境対策推進会議　令和２年度負担金の支出について
250,000

環境局 環境管理課 令和02年10月09日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 大気汚染常時監視用浮遊粒子状物質等自動測定機用ろ紙ほか４点（紀本電子工業株式会社製）買入に係る経費の支出について
2,918,520

環境局 環境管理課 令和02年10月09日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 水環境計画推進用物品（釣り具用しかけ）の買入（水質汚濁対策用）にかかる経費の支出について
16,720

環境局 環境管理課 令和02年10月09日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の促進に関する特別措置法」に基づく保管及び処分状況等届出書に関する未届出事業者等への通知に係る郵便料金の支出につい
て 91,000

環境局 環境管理課 令和02年10月12日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【北部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
6,770

環境局 環境管理課 令和02年10月12日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【北部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
2,200

環境局 環境管理課 令和02年10月12日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【北部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
2,060

環境局 環境管理課 令和02年10月13日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 法規関連書籍追録（環境計量作業環境測定　法令・JIS要覧、環境保全関係法令集）概算購入及び経費の支出について（環境管理部一般事務用：第５回中間払い）
10,767

環境局 環境管理課 令和02年10月15日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,666

環境局 環境管理課 令和02年10月15日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,848

環境局 環境管理課 令和02年10月15日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
767

環境局 環境管理課 令和02年10月15日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
20

環境局 環境管理課 令和02年10月15日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
400

環境局 環境管理課 令和02年10月15日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,300

環境局 環境管理課 令和02年10月15日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
500

環境局 環境管理課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 環境費 環境費 報償費　報償金 「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」推進事業用　第１回大阪市環境審議会「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」実行計画策定部会開催に係る委員報酬の支出について
66,000

環境局 環境管理課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について【西部環境保全監視グループ】（令和2年　9月分）
1,930

環境局 環境管理課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について【西部環境保全監視グループ】（令和2年　9月分）
700

環境局 環境管理課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について【西部環境保全監視グループ】（令和2年　9月分）
500

環境局 環境管理課 令和02年10月19日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 水質汚濁対策用市内出張交通費の支出について（８月分）
1,739

環境局 環境管理課 令和02年10月19日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 水質汚濁対策用市内出張交通費の支出について（８月分）
9,615

環境局 環境管理課 令和02年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 産業廃棄物規制用市内出張交通費の支出について（９月分）
2,200

環境局 環境管理課 令和02年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 産業廃棄物規制用市内出張交通費の支出について（９月分）
4,800

環境局 環境管理課 令和02年10月21日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 （共同利用施設維持管理用）令和２年度　大阪市立西三国センターほか７施設の管理業務に係る経費の支出について（第３四半期）
3,894,957

環境局 環境管理課 令和02年10月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
1,900

環境局 環境管理課 令和02年10月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
2,000

環境局 環境管理課 令和02年10月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
900

環境局 環境管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（９月分　事務連絡用）
9,429

環境局 環境管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 北部環境保全監視グループ市内等出張交通費(事務連絡用、９月分)の支出について
320

環境局 環境管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 一般業務用市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）【西部環境保全監視グループ】
820

環境局 環境管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（９月分　事務連絡用）
900

環境局 環境管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 ＡＴＣ庁舎電気料金の支出について（庁舎管理用：９月分）
474,540

環境局 環境管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 大気汚染常時監視用今里交差点局の電気料金に係る経費の支出について(第２四半期分)
55,598

環境局 環境管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　備品修繕料 窒素酸化物対策推進事業用　あべのルシアス地下３階電気自動車用充電スタンド補修に係る備品修繕料の支出について
151,800

環境局 環境管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 仮設トイレ及び手洗いユニットのし尿等収集運搬業務委託に係る経費の支出について（水質汚濁対策用）
36,300

環境局 環境管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 環境データ処理システム用環境データ処理システム機器一式長期借入に係る経費の支出について（９月分）
77,550

環境局 環境管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視テレメータシステム用子局機器一式借入（再リース）に係る経費の支出について（９月分）
77,220

環境局 環境管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視テレメータシステム用親局機器一式長期借入に係る経費の支出について（９月分）
285,230

環境局 環境管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）構内電話配線使用料の支出について（庁舎管理用：９月分）
1,100

環境局 環境管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大気汚染常時監視用大気汚染常時監視測定局（今里交差点）不動産賃貸借に係る経費の支出について（第２四半期）
291,060

環境局 環境管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）月極駐車場使用料金の支出について（庁舎管理用：11月）
110,000

環境局 環境管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）賃料・共益費の支出について（庁舎管理用：１１月分）
4,678,969

環境局 環境管理課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（公害パトロール用・８月分）
86,693

環境局 環境管理課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 南西部環境保全監視グループ小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
110

環境局 環境管理課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【南東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
440

環境局 環境管理課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 南西部環境保全監視グループ小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
720
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環境局 環境管理課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ高速道路通行料の支出について（公害パトロール・８月分）
18,090

環境局 環境管理課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 南西部環境保全監視グループ小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
1,920

環境局 環境管理課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【南東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
900

環境局 環境管理課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油の購入経費の支出について　８月分
6,322

環境局 環境管理課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油の購入経費の支出について　８月分
16,020

環境局 環境管理課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 ＰＣＢ使用安定器に関する調査の最終通知（調査）に係る郵便料金の支出について
23,460

環境局 環境管理課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路（車両有料道路）通行料費用の支出について　８月分
3,590

環境局 環境管理課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物情報管理システム用機器一式の長期借入契約に係る経費の支出ついて（９月分）
43,780

環境局 環境管理課 令和02年10月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 乾電池ほか５点買入に係る経費の支出について（交通騒音振動対策用）
39,261

環境局 環境管理課 令和02年10月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　建物修繕料 （共同利用施設維持管理用）大阪市立三国センター及び東三国センター冷暖房機器（GHP式）修繕に係る経費の支出について
281,600

環境局 環境管理課 令和02年10月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 水環境イベントに使用する仮設トイレほか１点の借入に係る経費の支出について（水質汚濁対策用）
185,625

環境局 環境管理課 令和02年10月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 緊急時対策用ＡＴＣ庁舎の構内配線使用に係る経費の支出について（9月分）
4,400

環境局 環境管理課 令和02年10月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 （環境規制）連絡調整用市内等出張交通費の支出について（令和２年９月分）
9,692

環境局 環境管理課 令和02年10月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 普通騒音計ほか４点買入に係る経費の支出について（航空機騒音対策用）
109,747

環境局 環境管理課 令和02年10月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 備品購入費　機械器具費 普通騒音計ほか４点買入に係る経費の支出について（航空機騒音対策用）
311,553

環境局 環境管理課 令和02年10月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 報酬　其他委員等報酬 環境影響評価専門委員会(9月25日開催) 委員報酬の支出について（環境影響評価）
292,500

環境局 環境管理課 令和02年10月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 【東部環境保全監視グループ】市内出張交通費（事務連絡用、令和２年９月分）の支出について
930

環境局 環境管理課 令和02年10月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料（北部環境保全監視グループ）の支出について（一般事務用）第２四半期分
14,988

環境局 環境管理課 令和02年10月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料（南西部環境保全監視グループ）の支出について（一般事務用）第２四半期分
9,606

環境局 環境管理課 令和02年10月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料（西部環境保全監視グループ）の支出について（一般事務用）第２四半期分
6,229

環境局 環境管理課 令和02年10月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 環境法規総覧追録概算購入及び費用の支出について（環境管理部一般事務用）：第２回中間払い
36,748

環境局 環境管理課 令和02年10月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料（東部環境保全監視グループ）の支出について（一般事務用）第２四半期分
19,480

環境局 環境管理課 令和02年10月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 環境データ処理システム用令和２年度環境データ処理システム運用保守業務委託に係る経費の支出について（第２四半期）
869,563

環境局 環境管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（燃－１・公害パトロール用・９月分）
5,862

環境局 環境管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 窒素酸化物対策推進事業用　令和２年度自動車排出ガス局地汚染調査業務に係る電気維持料の支出について
3,061

環境局 環境管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 郵便料金の支出について（９月分　環境管理部　一般業務用）
5,826

環境局 環境管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 窒素酸化物対策推進事業用　令和２年度自動車排出ガス局地汚染調査業務に係る行政財産目的外使用料の支出について
675

環境局 環境管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 環境保全関係業務処理システム用サーバ機及び周辺機器等の長期借入に係る経費の支出について（９月分）
68,530

環境局 事業管理課 令和02年10月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 令和２年度　環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（８月分）
1,805,516

環境局 事業管理課 令和02年10月02日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（淀川区・東淀川区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（８月分）
3,858,216

環境局 事業管理課 令和02年10月02日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 プロバイダー使用料の支出について(霊園管理用８月分)
1,100

環境局 事業管理課 令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
379,499

環境局 事業管理課 令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（大阪市設瓜破霊園還付用）
3,733

環境局 事業管理課 令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（大阪市設服部霊園還付用）
7,466

環境局 事業管理課 令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（大阪市設瓜破霊園還付用）
3,733

環境局 事業管理課 令和02年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（大阪市設瓜破霊園還付用）
4,293

環境局 事業管理課 令和02年10月09日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アルコール検知器ほか２点の購入経費の支出について(事故防止用）
463,100

環境局 事業管理課 令和02年10月09日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 船舶検査の受検経費（船舶検査）の支出について（みおつくし３号）
24,300

環境局 事業管理課 令和02年10月09日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 令和２年度　河川水面清掃及び河川清掃ごみ運搬業務委託（概算契約）経費の支出について（7月分）
8,846,200

環境局 事業管理課 令和02年10月09日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 天六公衆トイレ清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ整備用・８月分）の支出について
104,184

環境局 事業管理課 令和02年10月09日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　消耗品費 瓜破斎場モップ替糸ほか４点購入経費の支出について（斎場事業運営用）
40,480

環境局 事業管理課 令和02年10月09日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　手数料 瓜破斎場作業服洗濯（概算契約）経費の支出について（瓜破斎場事業管理用８月分）
16,225

環境局 事業管理課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
344,850

環境局 事業管理課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
325,041

環境局 事業管理課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
1,409,767

環境局 事業管理課 令和02年10月12日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 負担金、補助及交付金　負担金 瓜破斎場デジタルトランシーバー使用に係る電波利用料の支出について（斎場事業運営用）
6,400

環境局 事業管理課 令和02年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
398,775
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環境局 事業管理課 令和02年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
983,268

環境局 事業管理課 令和02年10月13日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
1,408

環境局 事業管理課 令和02年10月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 委員報酬並びに交通費の支出について（第33回路上喫煙対策委員会）
99,000

環境局 事業管理課 令和02年10月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 委員報酬並びに交通費の支出について（第33回路上喫煙対策委員会）
3,060

環境局 事業管理課 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
14,562

環境局 事業管理課 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
19,855

環境局 事業管理課 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
3,850

環境局 事業管理課 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 令和２年度大阪市粗大ごみ処理手数料収納業務委託契約の締結並びに同所要経費の支出について（令和２年８月分）
561,242

環境局 事業管理課 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
286

環境局 事業管理課 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
660

環境局 事業管理課 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年9月分）
6,174

環境局 事業管理課 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 令和２年度　道路清掃業務委託【南部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（８月分）
21,996,064

環境局 事業管理課 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 令和２年度　道路清掃業務委託【北部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（８月分）
28,298,269

環境局 事業管理課 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 令和２年度　道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区内】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（８月分）
5,038,137

環境局 事業管理課 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 令和２年度　道路清掃業務委託【人力除草】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（８月分）
11,461,414

環境局 事業管理課 令和02年10月15日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 瓜破斎場残骨地下保管施設設置に係る設計業務委託経費の前払金の支出について（斎場事業運営用）
1,800,000

環境局 事業管理課 令和02年10月15日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市霊園管理システム機器調達経費（霊園整備用）の支出について（令和２年度分・９月分）
64,318

環境局 事業管理課 令和02年10月15日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市霊園管理システム機器調達経費（霊園整備用）の支出について（令和２年度分・９月分）
31,822

環境局 事業管理課 令和02年10月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 令和２年度　道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区内】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（８月分）
30,888

環境局 事業管理課 令和02年10月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
366,916

環境局 事業管理課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 廃油等収集運搬処分業務委託（概算契約）の支出について（環境整備事業用）
453,640

環境局 事業管理課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（大阪市設瓜破霊園還付用）
11,199

環境局 事業管理課 令和02年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金に係る経費の支出について（収集作業用）（8月分）
3,499,840

環境局 事業管理課 令和02年10月19日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 瓜破斎場一般廃棄物収集・運搬業務委託（概算契約）の支出について（斎場事業運営用９月分）
25,304

環境局 事業管理課 令和02年10月20日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 工事請負費　改修工事費 瓜破斎場火炉改修その他工事経費(完成金)の支出について（斎場施設整備用）
36,300,000

環境局 事業管理課 令和02年10月21日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 瓜破東６丁目地内堆積物撤去に係る測量業務委託経費の支出について（霊園施設整備用）
1,969,000

環境局 事業管理課 令和02年10月21日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
318,450

環境局 事業管理課 令和02年10月21日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
275,166

環境局 事業管理課 令和02年10月21日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
324,416

環境局 事業管理課 令和02年10月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 令和２年度　北部環境事業センター外９ヶ所　機械警備業務委託の支出について（令和２年９月分）
385,000

環境局 事業管理課 令和02年10月22日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 郵便切手の購入経費の支出について（斎場事業運営用及び霊園事業運営用）
7,000

環境局 事業管理課 令和02年10月22日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 郵便切手の購入経費の支出について（斎場事業運営用及び霊園事業運営用）
49,000

環境局 事業管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（新車購入新明和工業(株)中間検査）
38,360

環境局 事業管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 斎場事業運営用　瓜破斎場電気代（９月分）の支出について
1,399,035

環境局 事業管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 斎場事業運営用　瓜破斎場アンシラリーサービス料金（９月分）の支出について
1,980

環境局 事業管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 瓜破斎場建物内警備業務委託の支出について（斎場事業運営用・９月分）
34,650

環境局 事業管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 令和２年度市設霊園（泉南メモリアルパーク）管理運営に係る業務代行料支払について（霊園管理用・９月分）
7,798,351

環境局 事業管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 瓜破斎場夜間緊急受付業務委託経費の支出について（斎場事業運営用９月分）
66,000

環境局 事業管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 令和２年度大阪市設住吉霊園ほか４霊園管理運営に係る業務代行料（９月分）の支出について（霊園管理用）
3,081,551

環境局 事業管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立斎場予約受付システム用機器一式借入経費の支出について（斎場事業運営用９月分）
180,070

環境局 事業管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立斎場予約受付システムソフトウェア借入経費の支出について（斎場事業運営用９月分）
61,732

環境局 事業管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 工事請負費　改修工事費 北斎場火炉改修その他工事に係る前払い金の支出について（斎場施設整備用）
51,480,000

環境局 事業管理課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（淀川区・東淀川区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（9月分）
6,605,210

環境局 事業管理課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（中央区・浪速区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（9月分）
3,348,888

環境局 事業管理課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（北区・都島区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（9月分）
3,330,555

環境局 事業管理課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（阿倍野区・西成区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（9月分）
4,235,000

環境局 事業管理課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（東成区・生野区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（9月分）
4,169,672
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環境局 事業管理課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（住之江区・住吉区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（9月分）
3,381,583

環境局 事業管理課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（西区・港区・大正区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（9月分）
3,353,434

環境局 事業管理課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（福島区・此花区・西淀川区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（9月分）
3,269,444

環境局 事業管理課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（旭区・城東区・鶴見区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（9月分）
4,781,944

環境局 事業管理課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（平野区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（9月分）
3,274,027

環境局 事業管理課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 斎場事業運営用　瓜破斎場ガス代（９月分）の支出について
6,014,802

環境局 事業管理課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 令和２年度大阪市設瓜破霊園ほか３霊園及び大阪市立服部納骨堂管理運営に係る業務代行料支払について（霊園管理用）（９月分）
22,033,044

環境局 事業管理課 令和02年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 令和２年度　河川水面清掃及び河川清掃ごみ運搬業務委託（概算契約）経費の支出について（8月分）
8,605,300

環境局 事業管理課 令和02年10月27日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　手数料 瓜破斎場作業服洗濯（概算契約）の支出について（瓜破斎場事業管理用９月分）
21,406

環境局 事業管理課 令和02年10月28日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
5,337

環境局 事業管理課 令和02年10月28日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 プロバイダー使用料の支出について(霊園管理用９月分)
1,100

環境局 事業管理課 令和02年10月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
399,000

環境局 事業管理課 令和02年10月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ごみ等焼却処分手数料領収書ほか１点印刷経費の支出について（廃棄物処理用）
176,550

環境局 事業管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（令和2年9月分）
1,932

環境局 事業管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（令和2年9月分）
12,948

環境局 事業管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（令和2年9月分）
3,160

環境局 事業管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 天六公衆トイレ光熱水費経費（公衆トイレ維持管理用）（９月分）の支出について
113,054

環境局 事業管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 廃棄物処理事業用粗大ごみ処理手数料納入通知書等の後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
40,080

環境局 事業管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 廃棄物処理事業用粗大ごみ処理手数料納入通知書等の後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
132,578

環境局 事業管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 公衆トイレ清掃・管理業務委託（その２）経費（公衆トイレ整備用・９月分）の支出について
452,645

環境局 事業管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 令和２年度　環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（９月分）
2,164,275

環境局 事業管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 令和２年度　河川事務所機械警備業務委託経費の支出について（水面清掃事業用）【第２四半期分】
46,200

環境局 事業管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（天王寺区・東住吉区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（9月分）
3,324,444

環境局 事業管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 し尿収集運搬業務委託経費（し尿流注業務用・９月分）の支出について
310,200

環境局 事業管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 令和２年度ごみ量集計用ごみ量集計システム運用・保守業務委託経費の支出について（令和２年９月分）
117,700

環境局 事業管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ処理手数料収納用粗大ごみ処理手数料券の保管・仕分・配送業務委託の経費の支出について（令和２年７月～令和２年９月分）
332,475

環境局 事業管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集受付センター運営業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（9月分）
14,084,510

環境局 事業管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 動物死体処理業務委託（単価契約）の支出について（令和２年９月分）
1,334,203

環境局 事業管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市普通ごみ収集運搬業務委託（都島区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（9月分）
14,850,000

環境局 事業管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市普通ごみ収集運搬業務委託（北区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（9月分）
17,111,111

環境局 事業管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ごみ量集計システム用サーバ機及び周辺装置長期借入経費の支出について（ごみ量集計用令和２年９月分）
29,700

環境局 事業管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　其他委員等旅費 市内出張交通費の支出について（令和2年9月分）
66,140

環境局 事業管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（令和2年9月分）
5,187

環境局 事業管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 清掃ボランティア用郵便後納料金の支出について（令和2年9月分）
127,176

環境局 事業管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 旅費　普通旅費 業務連絡用市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
8,564

環境局 事業管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 旅費　普通旅費 業務連絡用市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
14,384

環境局 事業管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　備品修繕料 瓜破斎場電動棺運搬車修繕経費の支出について（斎場事業運営用）
2,200,000

環境局 事業管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 大阪市立北斎場及び鶴見斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用９月分）
25,847,928

環境局 事業管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 大阪市立小林斎場及び佃斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用９月分）
12,670,227

環境局 事業管理課 令和02年10月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（合葬式墓地還付用）
150,000

環境局 北部環境事業センター 令和02年10月09日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 資源集団回収団体への奨励金の支出（減量美化推進事業用）について（都島区再振込分）
13,200

環境局 北部環境事業センター 令和02年10月09日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 コミュニティ回収団体への奨励金の支出（減量美化推進事業用）について（北区、都島区再振込分）
341,583

環境局 北部環境事業センター 令和02年10月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 危険物取扱者試験手数料の支払いについて（安全衛生用）
18,400

環境局 北部環境事業センター 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,300

環境局 北部環境事業センター 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,478

環境局 北部環境事業センター 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,537

環境局 北部環境事業センター 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,500
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環境局 北部環境事業センター 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（９月分）
21,430

環境局 北部環境事業センター 令和02年10月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 廃棄物処理事業用　北部環境事業センター電気代（９月分）の支出について
401,273

環境局 北部環境事業センター 令和02年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
34,511

環境局 北部環境事業センター 令和02年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（第２四半期・９月分）
519,200

環境局 東北環境事業センター 令和02年10月09日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 資源集団回収団体への奨励金の支出（減量美化推進事業用）について（淀川区再振込分）
48,885

環境局 東北環境事業センター 令和02年10月09日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 資源集団回収団体への奨励金の支出（減量美化推進事業用）について（東淀川区再振込分）
36,795

環境局 東北環境事業センター 令和02年10月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 危険物取扱者試験手数料の支出について(安全衛生用)
9,200

環境局 東北環境事業センター 令和02年10月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ（５本パック）ほか４点の購入に係る経費の支出について（廃棄物減量等推進員研修会等用）
58,080

環境局 東北環境事業センター 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2年9月分）
12,496

環境局 東北環境事業センター 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2年9月分）
712

環境局 東北環境事業センター 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2年9月分）
2,130

環境局 東北環境事業センター 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（2年9月分）
1,020

環境局 東北環境事業センター 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（2年9月分）
3,500

環境局 東北環境事業センター 令和02年10月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　令和２年９月分市内等出張交通費の支出について
17,460

環境局 東北環境事業センター 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
79,164

環境局 東北環境事業センター 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（９月中継地分）
111,160

環境局 東北環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金の支出について（車両洗車用・10月分）
10,043

環境局 東北環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料金の支出について（庁舎管理用・９月分）
545,528

環境局 東北環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 害虫駆除業務委託料の支出について（職員衛生用）
45,518

環境局 東北環境事業センター 令和02年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　東北環境事業センター電気代(９月分)の支出について
523,564

環境局 東北環境事業センター 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（９月分）
623,040

環境局 東北環境事業センター 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（９月分）
476,400

環境局 城北環境事業センター 令和02年10月05日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 事務連絡用等市内出張交通費の支出について（令和２年８月分）
360

環境局 城北環境事業センター 令和02年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用等市内出張交通費の支出について（令和２年８月分）
6,750

環境局 城北環境事業センター 令和02年10月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用トナーカートリッジ購入経費の支出について
12,760

環境局 城北環境事業センター 令和02年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
4,082

環境局 城北環境事業センター 令和02年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
2,320

環境局 城北環境事業センター 令和02年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
2,750

環境局 城北環境事業センター 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
65,039

環境局 城北環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 電気使用料金（城北環境事業センター庁舎用）の支出について（令和２年９月分）
631,772

環境局 城北環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（城北環境事業センター用）の支出について（令和２年９月分）
15,785

環境局 城北環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（城北環境事業センター用）の支出について（令和２年９月分）
26,834

環境局 城北環境事業センター 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（第２四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（令和２年９月分）
1,429,200

環境局 西北環境事業センター 令和02年10月09日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 全自動洗濯機の購入経費の支出について（職員衛生用）
98,340

環境局 西北環境事業センター 令和02年10月09日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 全自動洗濯機の購入経費の支出について（職員衛生用）
16,170

環境局 西北環境事業センター 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（9月分）
12,375

環境局 西北環境事業センター 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金の支出について（9月分）
2,100

環境局 西北環境事業センター 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西北環境事業センター庁舎内害虫駆除業務委託経費の支出について（庁舎管理用）
33,880

環境局 西北環境事業センター 令和02年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 資源集団回収団体への奨励金の支出（減量美化推進事業用）について（此花区再振込分）
9,885

環境局 西北環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料の支出について（庁舎管理用）（９月分）
446,435

環境局 西北環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料の支出について（車両洗車用）（１０月分）
34,991

環境局 西北環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 タブレット端末使用料の支出について（減量美化用）（９月分）
3,962

環境局 西北環境事業センター 令和02年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第2四半期分
39,078

環境局 西北環境事業センター 令和02年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（庁舎管理用）（９月分）
600,937

環境局 西北環境事業センター 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（９月分）の支出について
15,480

環境局 西北環境事業センター 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費の支出について（廃棄物収集輸送用）（9月分）
623,040

環境局 西北環境事業センター 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費の支出について（廃棄物収集輸送用）（９月分）
1,429,200
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環境局 中部環境事業センター 令和02年10月05日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用）の支出について（令和２年８月分）
460

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用）の支出について（令和２年８月分）
2,670

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入経費の支出について（一般事務用）
21,340

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月09日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 衣装ケースの購入経費の支出について（普及啓発事業用）
21,252

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 危険物取扱者試験にかかる受験費用の支出について（安全衛生用）
13,800

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 乙種危険物取扱者試験手数料の支出について（安全衛生用）
4,600

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 資源集団回収団体への奨励金の支出（減量美化推進事業用）について（中央区再振込分）
5,895

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 特定建築物立入検査通知用に係る郵便切手の購入経費の支出について（減量指導事務用）
41,496

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（58号～70号）の支出について　（令和2年9月分）
10,144

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（58号～70号）の支出について　（令和2年9月分）
510

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（58号～70号）の支出について　（令和2年9月分）
1,600

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（58号～70号）の支出について　（令和2年9月分）
550

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰越入金の支出について（令和２年９月分）
3,620

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰越入金の支出について（令和２年９月分）
13,960

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰越入金の支出について（令和２年９月分）
920

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 エレベーター保守点検業務委託経費（庁舎管理用）の支出について（第２四半期）
161,040

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 令和２年度　エレベーター設備保守点検整備業務委託料（庁舎管理用）の支出について　（第二四半期分）
394,845

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 会議・健康診断等用市内出張交通費の支出について(令和２年９月分)
7,960

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
57,264

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 事業用　中部環境事業センター電気代（９月分）の支出について
670,946

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 令和２年度　副安全運転管理者講習手数料の支出について（安全衛生用）
4,500

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 会議・健康診断等用市内出張交通費の支出について(令和２年９月　追加分)
1,070

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用）の支出について（令和２年９月分）
1,040

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分（７月～９月分）
34,871

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ボールペンほか19点購入経費の支出について（一般事務用）
60,678

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について　令和２年９月分
476,400

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
952,800

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用経費（車両洗車用）の支出について（１０月分）
19,514

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料(庁舎管理用)の支出について　令和２年９月分
370,045

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　中部環境事業センター出張所電気代（９月分）の支出について
993,068

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用経費（庁舎管理用）の支出について（９月分）
318,488

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道料（廃棄物収集運搬車用）の支出について令和２年１０月分
2,805

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 会議・健康診断等用市内出張交通費の支出について(令和２年９月　規制指導担当分)
69,738

環境局 中部環境事業センター 令和02年10月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　令和２年９月分
623,040

環境局 西部環境事業センター 令和02年10月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 資源集団回収団体への奨励金の支出（減量美化推進事業用）について（西区再振込分）
17,835

環境局 西部環境事業センター 令和02年10月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 危険物取扱者（乙種第4類）試験費用の支出について
13,800

環境局 西部環境事業センター 令和02年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月19日～9月30日分）
6,930

環境局 西部環境事業センター 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金（施設及び清掃用）10月分(9月使用分)の支出について
16,126

環境局 西部環境事業センター 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 施設用　西部環境事業センター電気代10月分（9月使用分）の支出について
424,367

環境局 西部環境事業センター 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料金（施設用）の支出について（9月分）
164,153

環境局 西部環境事業センター 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 再生ノートの購入にかかる経費の支出について（市民啓発用）
171,814

環境局 西部環境事業センター 令和02年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
623,040

環境局 西部環境事業センター 令和02年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 令和２年度 西部環境事業センター内警備業務委託料（庁舎管理用）の支出について（９月分）
789,433

環境局 西部環境事業センター 令和02年10月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費（事務連絡用等）の支出について（９月分）
8,000

環境局 西部環境事業センター 令和02年10月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第2四半期分
53,756

環境局 西部環境事業センター 令和02年10月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西部環境事業センター内害虫駆除業務委託（庁舎衛生用）経費の支出について
38,669

環境局 西部環境事業センター 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
952,800



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報

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

環境局 西部環境事業センター 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 資源集団回収団体への奨励金の支出（減量美化推進事業用）について（西区再々振込分）
9,150

環境局 東部環境事業センター 令和02年10月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 （安全衛生用）危険物取扱者試験受験経費の支出について
13,800

環境局 東部環境事業センター 令和02年10月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 資源集団回収団体への奨励金の支出（減量美化推進事業用）について（生野区再振込分）
21,090

環境局 東部環境事業センター 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 センター維持管理用　粉末ＡＢＣ消火器ほか1点購入経費および取り換え廃棄手数料の支出について
146,037

環境局 東部環境事業センター 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 センター維持管理用　粉末ＡＢＣ消火器ほか1点購入経費および取り換え廃棄手数料の支出について
13,200

環境局 東部環境事業センター 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
5,664

環境局 東部環境事業センター 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　東部環境事業センター電気代（９月分）の支出について
424,011

環境局 東部環境事業センター 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
560

環境局 東部環境事業センター 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
800

環境局 東部環境事業センター 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
200

環境局 東部環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
43,137

環境局 東部環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料の支出について（庁舎管理用）９月分
331,023

環境局 東部環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料の支出について（車両洗車用）１０月分
17,512

環境局 東部環境事業センター 令和02年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 職員衛生用　全自動洗濯機の購入及びリサイクル料金等の支出について
85,800

環境局 東部環境事業センター 令和02年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 職員衛生用　全自動洗濯機の購入及びリサイクル料金等の支出について
5,060

環境局 東部環境事業センター 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張旅費の支出について（９月分）
4,271

環境局 東部環境事業センター 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（廃棄物処理事業用）買入経費の支出について（９月分）
1,429,200

環境局 東部環境事業センター 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（廃棄物処理事業用）の買入経費の支出について（９月分）
623,040

環境局 西南環境事業センター 令和02年10月09日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 資源集団回収団体への奨励金の支出（減量美化推進事業用）について（住吉区再振込分）
24,980

環境局 西南環境事業センター 令和02年10月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小学校における出前講座（体験学習）に係る定規の購入並びに同経費の支出について（普及啓発事業用）
69,597

環境局 西南環境事業センター 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（9月分）
320

環境局 西南環境事業センター 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 コミュニティ回収団体への奨励金の支出（減量美化推進事業用）について（住之江区、住吉区再振込分）
2,587,161

環境局 西南環境事業センター 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（9月分）
250

環境局 西南環境事業センター 令和02年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 危険物取扱者試験手数料の支出について（安全衛生用）
9,200

環境局 西南環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
50,487

環境局 西南環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）９月分
1,429,200

環境局 西南環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道料金の支出について（庁舎管理用）９月分
283,013

環境局 西南環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道料金の経費支出について（庁舎管理用）１０月分
6,798

環境局 西南環境事業センター 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　西南環境事業センター電気代（９月分）の支出について
622,731

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｃ）購入経費の支出について（８月分）［自動車整備用］
49,500

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 【廃棄物収集輸送用】軽油買入経費の支出について（８月分）
1,270,400

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 【庁舎管理用】南部環境事業センター電気代（８月分）の支出について
737,719

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用軽自動車継続検査手数料の支出について（１０月分・車両継続検査申請用）
22,000

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月02日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｂ）購入経費の支出について(８月分）［自動車整備用］
174,373

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月02日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 【廃棄物収集輸送用】揮発油買入経費の支出について（８月分）
830,720

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月02日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用自動車検査登録印紙購入経費の支出について（１０月分・車両継続検査申請用）
36,000

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月02日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 塵芥収集自動車用重量税印紙購入経費の支出について（１０月分・車両継続検査申請用）
1,047,600

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託（概算契約）の経費支出について（８月分・自動車整備用）
12,617

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｂ）購入経費の支出について（８月分）［自動車整備用］
40,788

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｇ）購入経費の支出について（８月分）［自動車整備用］
94,711

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｃ）購入経費の支出について（８月分）［自動車整備用］
378,890

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｈ）購入経費の支出について（８月分）［自動車整備用］
23,912

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｄ）購入経費の支出について（８月分）［自動車整備用］
144,210

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（マツダ車・胞衣）法定点検整備に係る経費の支出について（自動車整備用）9月分
72,050

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｆ）購入経費の支出について（８月分）［自動車整備用］
768,280

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｅ）購入経費の支出について（８月分）［自動車整備用］
638,974

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 スポットクーラー２００Ｖほか２点の買入経費の支出について(自動車整備用)
18,920
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環境局 南部環境事業センター 令和02年10月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 部品請求書ほか２点の印刷に係る経費の支出について（自動車整備用）
118,250

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｉ）購入経費の支出について（８月分）［自動車整備用］
746,223

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ブレーキオイルの買入にかかる経費の支出について（自動車整備用）
80,300

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（日野車）法定点検整備に係る経費の支出について（自動車整備用）9月分
91,850

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　機械器具費 スポットクーラー２００Ｖほか２点の買入経費の支出について(自動車整備用)
147,840

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月09日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 油圧ホース用口金具ほか２点の買入経費の支出について(自動車整備用)
204,050

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月09日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 【庁舎管理用】害虫駆除業務委託の経費支出について
40,700

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 令和２年度　自動車検査員及び整備主任者法令研修の受講並びに受講経費の支出について（自動車整備用）
7,400

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｄ）購入経費の支出について（８月分）［自動車整備用］
2,173,113

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 【安全衛生用】危険物取扱者試験受験手数料の支出について
9,200

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 【事務連絡用】市内出張交通費の支出について（８月分）
360

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 【事務連絡用】市内出張交通費の支出について（８月分）
8,813

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ａ）（２０５／８５Ｒ１６）の購入経費の支出について（８月分）［自動車整備用］
478,500

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用バッテリーの概算買入経費の支出について（自動車整備用）［８月分］
58,796

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(８月分)［自動車整備用］
1,172,821

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ｂ）（１４５Ｒ１２－８ＰＲ）の購入経費の支出について（８月分）［自動車整備用］
115,500

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（いすゞ車・マツダ車・三菱車・日野リフト車）法定検整備に係る経費の支出について（自動車整備用）９月分
179,300

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（９月分）
5,009

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（９月分）
8,511

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の経費支出について（９月分）
780

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 【安全衛生用】危険物取扱者免状写真書換手数料の支出について
3,200

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の経費支出について（９月分）
4,930

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 使用済みタイヤの収集・運搬及び処分業務委託経費の支出について（単価契約）［８月分］
102,256

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(８月広域分)[自動車整備用]
12,760

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（日野ＨＶ車）法定点検整備に係る経費の支出について（自動車整備用）９月分
182,600

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 酸素ガスほか３点（概算契約）の購入経費の支出について（自動車整備用）
3,960

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ディーゼルエンジンオイル（上半期）の概算買入について（９月分・自動車整備用）
94,380

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 【庁舎管理用】工業用水道の利用料金の支出について(10月分)
17,358

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 【庁舎管理用】下水道の利用料金の支出について（９月分）
92,873

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（日野ＨＶ車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（自動車整備用）１０月分
49,200

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（いすゞ車・マツダ車・三菱車・日野リフト車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（自動車整備用）１０月分
49,200

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（マツダ車・胞衣）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（自動車整備用）１０月分
9,900

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（日野車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（自動車整備用）１０月分
34,200

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（日野車）法定点検整備に係る経費の支出について（自動車整備用）１０月分
91,850

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｃ）購入経費の支出について（９月分）［自動車整備用］
16,500

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について(一般事務用)第２四半期分
51,167

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 【事務連絡用】市内出張交通費の支出について（９月分）
7,036

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｂ）購入経費の支出について（９月分）［自動車整備用］
65,043

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 【一般事務用】トナーカートリッジほか１点経費の支出について
44,660

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガソリンエンジンオイル（上半期）の概算買入について（９月分・自動車整備用）
127,600

環境局 南部環境事業センター 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 【庁舎管理用】南部環境事業センター電気代（９月分）の支出について
672,328

環境局 東南環境事業センター 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 長いす（庁舎管理用）購入経費の支出について
178,200

環境局 東南環境事業センター 令和02年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
21,989

環境局 東南環境事業センター 令和02年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
822

環境局 東南環境事業センター 令和02年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
500

環境局 東南環境事業センター 令和02年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 資源集団回収団体への奨励金の支出（減量美化推進事業用）について（平野区再振込分）
17,310

環境局 東南環境事業センター 令和02年10月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
30,924
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環境局 東南環境事業センター 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（令和２年９月分）
952,800

環境局 東南環境事業センター 令和02年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（令和２年９月分）
623,040

環境局 東南環境事業センター 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用令和２年９月分）の支出について
5,868

環境局 東南環境事業センター 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 令和２年７月豪雨に伴う災害支援に係る経費の支出について（第１次隊先乗分）
41,480

環境局 東南環境事業センター 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 電気使用料金（東南環境事業センター庁舎用）の支出について（令和２年９月分）
577,159

環境局 東南環境事業センター 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（東南環境事業センター用）の支出について（令和２年９月分）
23,755

環境局 東南環境事業センター 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（東南環境事業センター用）の支出について（令和２年９月分）
17,732

環境局 一般廃棄物指導課 令和02年10月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 クラフト封筒ほか４点の買入経費支出について（減量指導事務用）
31,350

環境局 一般廃棄物指導課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　印刷製本費 「資源化可能な紙類の分別とリサイクル」リーフレット印刷経費の支出について（排出事業者啓発用）
48,840

環境局 一般廃棄物指導課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 特定建築物管理システム用機器等一式　長期借入（その３）経費の支出について（減量指導事務用）９月分
61,050

環境局 一般廃棄物指導課 令和02年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 令和２年度搬入票発行システム改修業務委託にかかる経費の支出について（許可業者管理用）
1,265,044

環境局 一般廃棄物指導課 令和02年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 表彰楯の買入経費支出について（減量指導事務用）
196,020

環境局 一般廃棄物指導課 令和02年10月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 搬入票発行・作業対象名簿管理システム用機器一式長期借入の実施及び同所要経費の支出について（許可業者管理用９月分）
113,190

環境局 一般廃棄物指導課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　其他委員等旅費 市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）（排出事業者啓発指導用）
29,510

環境局 一般廃棄物指導課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 令和２年度　搬入票発行・作業対象名簿管理システム運用・保守業務委託の実施にかかる経費の支出について（許可業者管理用９月分）
150,040

環境局 一般廃棄物指導課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 令和２年度特定建築物管理システム運用・保守業務委託経費の支出について（減量指導事務用）８月分
104,500

環境局 一般廃棄物指導課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 令和２年度特定建築物管理システム運用・保守業務委託経費の支出について（減量指導事務用）９月分
104,500

環境局 一般廃棄物指導課 令和02年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　印刷製本費 市長表彰感謝状ほか４点印刷業務及び筆耕業務の経費支出について（減量指導事務用）
96,019

環境局 一般廃棄物指導課 令和02年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 令和２年度資源ごみ等搬送業務委託の実施に係る経費の支出について（許可業者搬入用９月分）
2,215,739

環境局 一般廃棄物指導課 令和02年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 令和２年度資源ごみ等搬送業務委託の実施に係る経費の支出について（許可業者搬入用９月分）
60,500

環境局 一般廃棄物指導課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務用／令和２年９月分）
7,454

環境局 一般廃棄物指導課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 搬入先及び搬入回数指示書交付用後納郵便料金の支出について（９月分）（規制指導用）
17,220

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月02日 一般会計 環境費 環境費 環境費 報酬　其他委員等報酬 第65回大阪市廃棄物減量等推進審議会用委員報酬の支出について
181,500

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月02日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　費用弁償 第65回大阪市廃棄物減量等推進審議会用委員費用弁償の支出について
35,960

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月02日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 不法投棄された特定家庭用機器廃棄物（エアコン、テレビ、洗濯機・衣類乾燥機）における再商品化業務委託（８月分）に係る経費の支出について（廃家電再商品化事業用）
152,097

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装プラスチック異物除去等業務委託（平野中継施設）にかかる８月分経費の支出について（資源化事業用）
7,056,120

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東南方面中継地）にかかる８月分費用の支出について（資源化事業用）
9,666,002

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 地域住民との連携によるごみ減量等の取組推進事業に係るデジタルカメラ買入経費の支出について
19,470

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月09日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 カラー用紙の購入経費の支出について（古紙・衣類収集事業用）
156,090

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月09日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　印刷製本費 衣類収集の再開周知用ポスター・ビラの印刷経費の支出について
155,100

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　筆耕翻訳料 第65回大阪市廃棄物減量等推進審議会にかかる会議録作成業務の実施及び同経費の支出について
34,980

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市古紙・衣類収集運搬及び再資源化業務委託（北区・都島区）（その２）経費の支出について（古紙・衣類収集輸送及び再資源化用）９月分
2,841,667

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　建物修繕料 東淀容器包装プラスチック中継施設重量シャッター修繕に係る経費の支出について（容プラ中継施設維持管理用）
235,400

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 不法投棄された特定家庭用機器廃棄物（エアコン、テレビ、洗濯機・衣類乾燥機）における再商品化業務委託（９月分）に係る経費の支出について（廃家電再商品化事業用）
142,945

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市不法投棄廃家電運搬業務委託の経費の支出について（廃家電再商品化事業用）（９月分）
219,083

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月19日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について(令和２年９月分)
417

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(令和２年９月分)
6,993

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 体温計ほか２点買入経費の支出について（ごみ減量・３Ｒ推進事業用）
136,290

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 容器包装プラスチック搬入高速道路料金使用料（容器包装プラスチック収集作業用）の支出について（８月分）
474,900

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市古紙・衣類収集運搬及び再資源化業務委託（西区・港区・大正区）経費の支出について（古紙・衣類収集運搬輸送及び再資源化用）９月分
7,700,000

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（資源ごみ選別業務委託に係る処理能力等の審査）
4,700

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便の支出について（資源集団回収活動推進事業用・地域との連携によるごみ減量・リサイクルの取組推進用・一般事務用）9月分
10,839

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便の支出について（資源集団回収活動推進事業用・地域との連携によるごみ減量・リサイクルの取組推進用・一般事務用）9月分
10,584

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便の支出について（資源集団回収活動推進事業用・地域との連携によるごみ減量・リサイクルの取組推進用・一般事務用）9月分
2,678

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 令和２年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ業務委託（９月分）にかかる経費の支出について（容器包装プラスチック中継施設運営用）
21,450

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 ショベルローダー（環境局）長期借入（９月分）に係る経費の支出について（資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用）
735,350

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 ショベルローダー（環境局）長期借入（９月分）に係る経費の支出について（資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用）
735,350
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環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 下水道水道料（令和２年９月分）の支出について（西南方面中継地運営管理用）
48,616

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 工業用水道料（令和２年10月分）の支出について（西南方面中継地運営管理用）
11,726

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 令和２年度　不法投棄された特定家庭用機器廃棄物（冷蔵庫・冷凍庫）における再商品化業務委託（９月分）に係る経費の支出について（廃家電再商品化事業用）
199,430

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（令和２年９月分）
7,738

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（令和２年９月分）
15,511

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用電気料金の支出について（令和２年９月分）
375,069

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（令和２年９月分）
34,213

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支給について(令和２年８月分)
1,820

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市資源ごみ・容器包装プラスチック収集業務委託（西区・港区・大正区）長期継続（資源ごみ・容器包装プラスチック収集輸送用）の支出について（９月分）
6,049,691

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市資源ごみ・容器包装プラスチック収集業務委託（平野区）長期継続（資源ごみ・容器包装プラスチック収集輸送用）の支出について（９月分）
7,381,000

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市資源ごみ・容器包装プラスチック収集業務委託（西区・港区・大正区）長期継続（資源ごみ・容器包装プラスチック収集輸送用）の支出について（９月分）
6,049,691

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市資源ごみ・容器包装プラスチック収集業務委託（平野区）長期継続（資源ごみ・容器包装プラスチック収集輸送用）の支出について（９月分）
7,381,000

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市資源ごみ・容器包装プラスチック収集業務委託（北区・都島区）長期継続（資源ごみ・容器包装プラスチック収集輸送用）の支出について（９月分）
4,697,917

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市資源ごみ・容器包装プラスチック収集業務委託（北区・都島区）長期継続（資源ごみ・容器包装プラスチック収集輸送用）の支出について（９月分）
4,697,916

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　其他委員等旅費 市内出張交通費の支給について(令和２年８月分)
9,080

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支給について(令和２年８月分)
21,614

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 廃乾電池の搬送経費（第６回）の支出について（拠点回収事業用）
197,719

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西南方面中継地）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
7,276,523

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東北方面中継地）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
4,878,918

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（鶴見中継地）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
8,625,124

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西北方面中継地）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
7,006,076

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東南方面中継地）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
8,874,250

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装プラスチック異物除去等業務委託（東淀中継施設）にかかる９月分経費の支出について（資源化事業用）
4,555,540

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装プラスチック異物除去等業務委託（平野中継施設）にかかる９月分経費の支出について（資源化事業用）
7,125,981

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装プラスチック異物除去等業務委託（鶴見中継施設）にかかる９月分経費の支出について（資源化事業用）
7,447,404

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装プラスチック異物除去等業務委託（西淀・舞洲中継施設）にかかる９月分経費の支出について（資源化事業用）
9,623,308

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 使用済み乾電池・蛍光灯管の処理及び再資源化用業務委託料（９月分）の支出について（資源化事業用）
823,834

環境局 総務課 令和02年10月05日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 計理事務用市内出張交通費の支出について（令和２年６月追加分）
1,054

環境局 総務課 令和02年10月05日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 環境局文書逓送業務委託（その２）経費の支出について（文書逓送用）（令和２年８月分）
431,200

環境局 総務課 令和02年10月08日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 事務連絡用・計理事務用市内出張交通費の支出について（令和２年８月分）
18,606

環境局 総務課 令和02年10月08日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 事務連絡用・計理事務用市内出張交通費の支出について（令和２年８月分）
8,982

環境局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
2,046

環境局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
1,034

環境局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
919

環境局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
1,500

環境局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
7,480

環境局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 定期刊行物（事務参考用）の購入経費の支出について　読売新聞（第２四半期分）
13,200

環境局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 大阪市環境局クラウド型ごみ分別アプリサービス提供業務経費の支出について（令和２年９月分）
11,000

環境局 総務課 令和02年10月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 定期刊行物（事務参考用）の購入経費の支出について　産経新聞（第２四半期分）
12,111

環境局 総務課 令和02年10月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 定期刊行物（事務参考用）の購読経費の支出について　日経・毎日新聞（第２四半期分）
26,811

環境局 総務課 令和02年10月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 定期刊行物（事務参考用）の購読経費の支出について　日経・毎日新聞（第２四半期分）
14,700

環境局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（令和２年９月分）
3,294

環境局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス自転車置場使用にかかる経費の支出について（庁舎管理用）令和２年10月分
4,000

環境局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分　本庁３階設置分
1,414

環境局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス回線使用料の支出について（一般事務用）（令和２年９月分）
78,375

環境局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 令和2年度　環境局産業廃棄物搬出処理業務委託（概算契約）（庁舎管理用）の支出について（第２四半期分）
241,505

環境局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（環境局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（一般事務用）（令和２年９月分）
569,494
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環境局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（環境局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（一般事務用）（令和２年９月分）
2,504,717

環境局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（環境局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（一般事務用）（令和２年９月分）
54,285

環境局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 法規集追録購入経費（事務参考用）について（地方財務実務提要）（１回目）
27,830

環境局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 上半期の書籍（物価資料）購入経費の支出について（事務参考用）
9,990

環境局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 令和２年度環境局阿倍野庁舎電気・水道料金（庁舎管理用）の支出について（令和２年９月分）
837,672

環境局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 令和２年度環境局阿倍野庁舎電気・水道料金（庁舎管理用）の支出について（令和２年９月分）
11,619

環境局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 令和２年度　環境局あべのルシアス庁舎事務室等清掃業務委託の実施及び同経費の支出について（第２四半期分）
641,905

環境局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局阿倍野庁舎事務室等賃貸料（庁舎管理用）の支出について（令和２年11月分）
16,697,560

環境局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス地下駐車場の賃貸料（庁舎管理用）の支出について（令和２年11月分）
121,000

環境局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス地下駐車場の賃貸料（庁舎管理用）の支出について（令和２年11月分）
55,000

環境局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局防災行政無線設置場所の賃貸料（庁舎管理用）の支出について（令和２年11月分）
97,100

環境局 企画課 令和02年10月02日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 一般事務用市内等出張交通費の支出について（令和２年８月分）
6,100

環境局 企画課 令和02年10月07日 一般会計 環境費 環境費 環境費 報償費　報償金 （環境教育推進事業用）第１回おおさか環境科教材編集委員会にかかる報償金の支出について
16,500

環境局 企画課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ごみ収集車両運行管理システムサービス提供業務委託（長期継続）経費（家庭系ごみ収集輸送事業用）の支出について（令和２年９月分）
2,360,920

環境局 企画課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度大阪広域環境施設組合分担金の支出について（第３四半期）
2,062,797,000

環境局 企画課 令和02年10月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 一般事務用市内等出張交通費の支出について（令和２年９月分）
6,020

環境局 企画課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 令和２年度大阪広域廃棄物埋立処分場整備事業にかかる建設委託料の支出について（焼却処理事業用）（上半期分）
12,356,000

環境局 職員課 令和02年10月07日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 経済産業省派遣職員にかかる事務引き継ぎ、研修状況報告及び定期健康診断受診に伴う出張命令及び同経費の支出について
29,440

環境局 職員課 令和02年10月09日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 郵便切手等購入経費の支出について（令和２年１０～１２月分・一般事務用）
7,490

環境局 職員課 令和02年10月09日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 Osaka Metro 大阪シティバス回数カードの購入経費の支出について（令和２年１０～１２月分・一般事務用）
45,000

環境局 職員課 令和02年10月09日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 携帯型熱中症指数モニターの買入経費支出について（安全衛生用）
27,390

環境局 職員課 令和02年10月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 作業用合羽ほか１点（環境局）の買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
9,350,330

環境局 職員課 令和02年10月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（02-12）の支出について（渉外事故関係業務用）
787,560

環境局 職員課 令和02年10月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　被服費 防寒ズボンの購入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
120,175

環境局 職員課 令和02年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　被服費 作業服１類合冬用上衣（ブルゾン型）ほか１点の買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
402,600

環境局 職員課 令和02年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　被服費 作業服１類合冬用ズボン(サイドポケット無)ほか１点(環境局)の買入経費の支出について(廃棄物処理事業用)
3,152,820

環境局 職員課 令和02年10月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（加入02-01）の支出について（渉外事故関係業務用）
827,640

環境局 職員課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　其他委員等旅費 市内出張交通費の支出について（令和２年９月分・一般事務）
900

環境局 職員課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（令和２年９月分・一般事務）
25,138

環境局 職員課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 天然ゴム背抜き手袋の買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
1,080,079

環境局 施設管理課 令和02年10月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 マルチカードほか10点買入にかかる経費の支出について（一般事務用）
18,876

環境局 施設管理課 令和02年10月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 城北環境事業センター 構内電話設備点検業務委託の支出について（施設維持管理用）
16,500

環境局 施設管理課 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（令和２年９月分）
12,645

環境局 施設管理課 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（令和２年９月分）
6,685

環境局 施設管理課 令和02年10月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支払いについて（令和２年９月分）
5,400

環境局 施設管理課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 化学防護長靴（＃１）ほか13点の買入経費の支出について（焼却工場跡地管理事業用）
334,950

環境局 施設管理課 令和02年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 住之江高温水供給管撤去に伴う測量業務委託経費の支出について（施設維持管理用）
3,540,900

環境局 施設管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
2,160

環境局 施設管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
57,181

環境局 施設管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
9,054

環境局 施設管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
3,692

環境局 施設管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機（南港管路輸送センター）使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
3,061

環境局 施設管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 環境事業センター整備用車両給油ガソリン代（施設維持管理用）の支払いについて（９月請求分）
10,268

環境局 施設管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 中部環境事業センター出張所排水処理設備ボールタップほか取替修繕（施設維持管理用）経費の支出について
192,500

環境局 施設管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 南部環境事業センター玄関排煙窓修繕（施設維持管理用）経費の支出について
181,500

環境局 施設管理課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 令和２年度　此花・西淀川・住之江屋内プール指定管理業務費の支払いについて第２四半期分（施設維持管理用）
35,027,113

環境局 施設管理課 令和02年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 住之江高温水供給管撤去に伴う設計業務委託経費の前払金の支出について（施設維持管理用）
1,990,000
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環境局 施設管理課 令和02年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 南部環境事業センター５階空調機械室給湯配管ほか取替修繕（施設維持管理用）経費の支出について
207,900

環境局 施設管理課 令和02年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 中部環境事業センター出張所車路修繕（施設維持管理用）経費の支出について
390,500

環境局 施設管理課 令和02年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 此花総合センタービル内　エレベータ保守点検業務委託経費の支出について（施設維持管理用）・（第２四半期用）
600,600

環境局 施設管理課 令和02年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 此花総合センタービル内　エレベータ保守点検業務委託経費の支出について（施設維持管理用）・（第２四半期用）
181,500

環境局 施設管理課 令和02年10月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西淀川屋内プール エレベータ保守点検業務委託経費の支出について（施設維持管理用）・（第２四半期用）
188,100

環境局 施設管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 東部環境事業センターほか１か所衣類乾燥機修繕（施設維持管理用）経費の支出について
591,800

環境局 施設管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局あべのルシアス地下駐車場賃貸料（施設維持管理用）の支出について（令和２年１１月分）
60,500

環境局 環境施策課 令和02年10月14日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（一般事務用）（令和２年９月17日出張分〔水素エネルギー社会の構築関連〕)
30,328

環境局 環境施策課 令和02年10月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 「管外出張旅費の支出について（一般事務用）」（令和２年９月15日出張分）
1,950

環境局 環境施策課 令和02年10月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（９月分）
1,532

環境局 環境施策課 令和02年10月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（９月分）
572

環境局 環境施策課 令和02年10月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 環境活動推進施設　倉庫ラッチロックの購入及び同経費の支出について
4,840

環境局 環境施策課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（８月分）
39,929

都市整備局 建設課 令和02年10月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　手数料 構造計算適合性判定手数料（高松住宅１号館建設工事）の支出について
221,900

都市整備局 建設課 令和02年10月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　手数料 構造計算適合性判定手数料（鶴町住宅３号館建設工事）の支出について
221,900

都市整備局 建設課 令和02年10月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 瓜破東第３住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
3,606,500

都市整備局 建設課 令和02年10月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 木場住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転、仮移転・前金）
12,150,000

都市整備局 建設課 令和02年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　其他委員等旅費 市営住宅整備事業用市内出張交通費の支出について（工事８月分）
4,589

都市整備局 建設課 令和02年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 市営住宅整備事業用市内出張交通費の支出について（工事８月分）
82,502

都市整備局 建設課 令和02年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備事業用（９月分）南住吉関連電気料金の支出について
1,155

都市整備局 建設課 令和02年10月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　鉄筋コンクリート造「国土交通大臣登録　耐震診断資格者講習」「耐震改修技術者講習」への参加にかかる経費の支出について
29,700

都市整備局 建設課 令和02年10月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　手数料 浪速区塩草１丁目における境界確定協議書の締結に伴う印鑑証明書等発行手数料の支出について
2,550

都市整備局 建設課 令和02年10月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 東喜連第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(後金)
67,000

都市整備局 建設課 令和02年10月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 新高南住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(後金)
76,600

都市整備局 建設課 令和02年10月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 上大和川住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 令和02年10月09日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　会費 「第29回ＣＡＳＢＥＥ建築評価員講習」への参加にかかる受講料の支出について
20,900

都市整備局 建設課 令和02年10月09日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備事業用（９月分）南住吉関連ガス料金の支出について
759

都市整備局 建設課 令和02年10月09日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 木場第1住宅1号館敷地地質調査業務委託費（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
5,392,200

都市整備局 建設課 令和02年10月09日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 三国南住宅１号館電気設備工事費（令和２年度前払金）の支出について(市営住宅整備事業用）
6,860,000

都市整備局 建設課 令和02年10月09日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 三国南住宅１号館給水衛生設備工事費（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
17,810,000

都市整備局 建設課 令和02年10月09日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 勝三住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
2,403,200

都市整備局 建設課 令和02年10月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　会費 ＢＣＪ技術セミナー「構造設計シリーズ／ＲＣ造編（基礎Ⅰコース）」への参加にかかる受講料の支出について
30,000

都市整備局 建設課 令和02年10月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 瓜破東第３住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
78,800

都市整備局 建設課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 池島住宅７号館建設工事　設計業務委託費（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
4,880,000

都市整備局 建設課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 住宅整備用令和２年度浪速東１丁目土壌深度調査業務委託に係る委託料の支出について（完成払）
1,001,000

都市整備局 建設課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 住宅整備用令和２年度浪速西１丁目土壌表層調査業務委託に係る委託料の支出について（完成払）
102,850

都市整備局 建設課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 東喜連第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(後金)
76,600

都市整備局 建設課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 長吉長原東第4住宅39号館建設工事監理業務委託費（第1回部分払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
8,100,000

都市整備局 建設課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 鶴見住宅外２件浴室改善設備工事設計業務委託料(完了金)の支出について(市営住宅整備事業用)
1,870,000

都市整備局 建設課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 萩之茶屋第2住宅1号館建設工事監理業務委託費（第6回部分払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
2,589,000

都市整備局 建設課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 長吉六反東第１住宅１・２号館設備工事監理業務委託費（第２回部分払金）の支出について(市営住宅整備事業用）
3,717,000

都市整備局 建設課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 北江口第２住宅１号館外17棟浴室改善給水衛生設備工事費（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
8,770,000

都市整備局 建設課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 泉尾第４住宅５号館建設工事費（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
221,460,000

都市整備局 建設課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 北大桐住宅2号館昇降路増築工事-2費（中間前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
17,600,000

都市整備局 建設課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 泉尾第４住宅５号館建設工事費（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
200,000,000

都市整備局 建設課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　改修工事費 東淡路第２住宅１～４号館耐震改修工事費（第２回部分払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
23,560,000

都市整備局 建設課 令和02年10月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 市営住宅整備事業用コピー代金の支出について（９月分）
61,284
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都市整備局 建設課 令和02年10月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅建替事業にかかる抽選会の実施に伴う施設の使用料等の支払について
3,760

都市整備局 建設課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　其他委員等旅費 市営住宅整備事業用市内出張交通費の支出について（工事９月分）
5,189

都市整備局 建設課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 市営住宅整備事業用市内出張交通費の支出について（設備９月分）
41,534

都市整備局 建設課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 市営住宅整備事業用市内出張交通費の支出について（建設設計９月分）
79,402

都市整備局 建設課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 市営住宅整備事業用市内出張交通費の支出について（工事９月分）
100,476

都市整備局 建設課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 長吉六反東住宅4・10・11・14号館解体撤去工事　設計業務委託費（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
440,000

都市整備局 建設課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 上大和川住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
217,000

都市整備局 建設課 令和02年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費（9月分）の支出について
48,743

都市整備局 建設課 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 鶴町住宅外113件防犯灯電気料金（９月分）の支出について（市営住宅整備事業用）
99,374

都市整備局 建設課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 諏訪住宅用地の賃借料の支出について（令和2年度　上半期）
11,935,638

都市整備局 建設課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 市営住宅整備事業用　市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
75,199

都市整備局 建設課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備事業用（１０月分）南住吉関連水道料金の支出について
1,551

都市整備局 建設課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 豊崎第2住宅1号館建設工事監理業務委託費（第1回部分払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
7,011,000

都市整備局 建設課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 飛鳥住宅２号館第２期建設工事　積算設計業務委託費（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
705,100

都市整備局 建設課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 泉尾第4住宅5号館建設工事監理業務委託費（第3回部分払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
2,567,000

都市整備局 建設課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 加美東第2住宅4号館建設工事監理業務委託費（第2回部分払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
4,198,000

都市整備局 建設課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 池島住宅4号館建設工事監理業務委託費（第3回部分払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
2,670,000

都市整備局 建設課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 長吉六反東第１住宅２号館建設工事費（第２回部分払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
158,100,000

都市整備局 建設課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 長吉六反東第１住宅１号館建設工事費（第２回部分払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
192,300,000

都市整備局 建設課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 木川第２住宅１号館建設工事費（中間前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
57,470,000

都市整備局 建設課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 池島住宅４号館建設工事費（第２回部分払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
69,790,000

都市整備局 建設課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 新生江住宅３号館建設工事費（第２回部分払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
424,000,000

都市整備局 建設課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 木川第２住宅１号館建設工事費（中間前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
40,000,000

都市整備局 建設課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 萩之茶屋第２住宅１号館建設工事費（中間前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
125,820,000

都市整備局 建設課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　改修工事費 鶴町第３住宅２号館耐震改修工事費（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
28,311,400

都市整備局 建設課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　改修工事費 鶴町第３住宅２号館耐震改修工事費（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
5,110,000

都市整備局 管理課 令和02年10月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　鶴町第６住宅１から３号館９月分電気代の支出について
133,452

都市整備局 管理課 令和02年10月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　茨田大宮第２住宅電気代の支出について（９月分）
3,783

都市整備局 管理課 令和02年10月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　高松住宅１号館９月分電気代の支出について
9,194

都市整備局 管理課 令和02年10月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 市営住宅維持管理用返信用切手の購入について
33,600

都市整備局 管理課 令和02年10月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　西三国住宅電気代の支出について（９月分）
29,133

都市整備局 管理課 令和02年10月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　南津守第２住宅２号館９月分電気代の支出について
43,234

都市整備局 管理課 令和02年10月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　高松住宅１号館１０月分（廃止分）電気代の支出について
34

都市整備局 管理課 令和02年10月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　佃第２住宅８月分電気代の支出について
93,662

都市整備局 管理課 令和02年10月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　鶴町第２住宅１から４号館９月分（北西共架灯分）電気代の支出について
270

都市整備局 管理課 令和02年10月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　松崎第２住宅２号館９月分電気代の支出について
32,256

都市整備局 管理課 令和02年10月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　井高野第４住宅電気代の支出について（９月分）
19,799

都市整備局 管理課 令和02年10月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　上新庄住宅電気代の支出について（９月分）
12,053

都市整備局 管理課 令和02年10月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　瓜破東住宅１・４号館 令和２年９月分の電気代の支出について
12,511

都市整備局 管理課 令和02年10月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　鶴町第２住宅１から４号館９月分（廃止分）電気代の支出について
1,494

都市整備局 管理課 令和02年10月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　日之出第４住宅　４～６月分電気代の支出について
11,577

都市整備局 管理課 令和02年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報償費　報償金 法律相談に係る報償金の支出について（令和２年９月１４日分）
33,000

都市整備局 管理課 令和02年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 使用承認取消通知発送用内容証明料金の支出について（１０月分）その１
3,160

都市整備局 管理課 令和02年10月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　横堤北住宅電気代の支出について（９月分）
15,125

都市整備局 管理課 令和02年10月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　加美絹木住宅 令和２年９月分の電気代の支出について
22,888

都市整備局 管理課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張等交通費の支出について（８月分）
324

都市整備局 管理課 令和02年10月09日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　其他委員等旅費 市営住宅維持管理用等市内出張等交通費の支出について（８月分）
26,879
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都市整備局 管理課 令和02年10月09日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張等交通費の支出について（８月分）
20,408

都市整備局 管理課 令和02年10月09日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（９月分・泉尾第４－１駐車場　駐車場コード9291）
7,222

都市整備局 管理課 令和02年10月09日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　浅香南住宅１から３号館他２件９月分電気代の支出について
73,919

都市整備局 管理課 令和02年10月09日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　西宮原住宅電気代の支出について（９月分）
14,725

都市整備局 管理課 令和02年10月09日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　木川第３住宅電気代の支出について（９月分）
24,609

都市整備局 管理課 令和02年10月09日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　鶴町第２住宅１から４号館９月分（側壁灯等廃止分）電気代の支出について
1,125

都市整備局 管理課 令和02年10月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅明渡等強制執行にかかる特別代理人選任申立貼付用印紙、予納郵券および予納金の支出について
1,407

都市整備局 管理課 令和02年10月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　手数料 住宅明渡等強制執行にかかる特別代理人選任申立貼付用印紙、予納郵券および予納金の支出について
50,500

都市整備局 管理課 令和02年10月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　福住宅電気代の支出について（９月８日廃止分）
799

都市整備局 管理課 令和02年10月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　鶴町第２住宅１から４号館９月分（ポール灯等廃止分）電気代の支出について
3,142

都市整備局 管理課 令和02年10月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（９月分・勝三第１－１駐車場　駐車場コード9292）
848

都市整備局 管理課 令和02年10月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　手数料 家事予納金の支出について
304,230

都市整備局 管理課 令和02年10月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　勝三住宅１から３号館９月分電気代の支出について
5,946

都市整備局 管理課 令和02年10月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　東喜連第2住宅24号館他令和２年４月～６月分の電気代の支出について
49,684

都市整備局 管理課 令和02年10月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　長吉長原西第2住宅２号館令和２年４～６月分電気代の支出について
95,144

都市整備局 管理課 令和02年10月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　長吉長原北住宅　令和2年4～6月分電気代の支出について
80,115

都市整備局 管理課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報償費　報償金 相続財産管理人選任申立にかかる弁護士報酬の支出について
55,000

都市整備局 管理課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　今市住宅電気代の支出について（９月分）
17,453

都市整備局 管理課 令和02年10月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（９月分・矢田中－４駐車場　駐車場コード9289）
956

都市整備局 管理課 令和02年10月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（９月分・長吉六反北－３駐車場　駐車場コード9286）
2,055

都市整備局 管理課 令和02年10月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　長吉六反東住宅２号館他令和2年9月分の電気代の支出について
3,816

都市整備局 管理課 令和02年10月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　東淡路住宅電気代の支出について（９月分）
11,519

都市整備局 管理課 令和02年10月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　矢田中住宅８～１０号館９月分電気代の支出について
35,859

都市整備局 管理課 令和02年10月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　矢田南住宅１号館９月分電気代の支出について
88,529

都市整備局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター電気料金の支出について　９月分
69,044

都市整備局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター（分室）電気料金の支出について　９月分
5,625

都市整備局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 債権差押申立に係る費用の支出について
48,384

都市整備局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 使用承認取消通知発送用内容証明料金の支出について（１０月分）その２
121,020

都市整備局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　手数料 債権差押申立に係る費用の支出について
24,000

都市整備局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センターの管理費及び修繕積立金の支出について　１０月分
502,442

都市整備局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター（分室）の管理費及び修繕積立金の支出について　１０月分
366,113

都市整備局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センターの管理費及び修繕積立金の支出について　１０月分
157,341

都市整備局 管理課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター（分室）の管理費及び修繕積立金の支出について　１０月分
26,530

都市整備局 管理課 令和02年10月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 大阪市営住宅管理システムにおける二要素認証システム保守業務委託に係る経費の支出について（令和２年９月分）
26,400

都市整備局 管理課 令和02年10月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 大阪市営住宅管理システムにおけるバックアップデータの外部保管業務委託　長期継続に係る経費の支出について（令和２年９月分）
11,825

都市整備局 管理課 令和02年10月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市営住宅管理システム追加ストレージ機器（二要素認証対応）長期借入（再リース）にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
8,140

都市整備局 管理課 令和02年10月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅管理システム端末機器等長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
1,156,760

都市整備局 管理課 令和02年10月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市営住宅管理システムサーバ機器等長期借入（再リース）にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
431,860

都市整備局 管理課 令和02年10月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（都市整備局）一式　長期借入（再リース）に係る経費の支出について（令和２年９月分）
11,990

都市整備局 管理課 令和02年10月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市営住宅情報連携システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
465,300

都市整備局 管理課 令和02年10月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　長吉長原東第４住宅19～26号館４月～６月分電気代の支出について
72,102

都市整備局 管理課 令和02年10月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　長吉長原東第４住宅３、６号館４～６月分電気代の支出について
24,085

都市整備局 管理課 令和02年10月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　長吉六反第１住宅　令和２年４～６月分電気代の支出について
85,644

都市整備局 管理課 令和02年10月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　手数料 家事予納金の支出について
304,230

都市整備局 管理課 令和02年10月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　手数料 令和２年１０月即決和解申立用貼用印紙の支出について
24,000

都市整備局 管理課 令和02年10月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 大阪市営住宅徴収金口座振替処理におけるデータ伝送等業務委託にかかる経費の支出について（R2.9月分）
200,889

都市整備局 管理課 令和02年10月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　南方住宅電気代の支出について（９月分）
168,978
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都市整備局 管理課 令和02年10月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　山口第２住宅電気代の支出について（９月分）
9,185

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用コピー代金の支出について（令和2年9月分）
21,494

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 住宅管理センターコピー代金の支出について（令和2年9月分）
24,908

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（９月分・東喜連第２－１駐車場　駐車場コード9290）
655

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（９月分・瓜破東－４駐車場　駐車場コード9294）
516

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用　阿倍野住宅管理センター電気料金の支出について　令和２年９月分
57,523

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（９月分・瓜破東－１駐車場　駐車場コード9293）
296

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 大阪市営住宅管理システムにおける通信サービスの提供　長期継続に係る経費の支出について（令和２年９月分）
264,000

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 令和２年度市営住宅の管理及び附帯事務等に関する業務委託料の支出について（第３回）
644,544,000

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 令和２年度市営住宅の管理及び附帯事務等に関する業務委託料の支出について（第３回）
20,493,000

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 令和２年度市営住宅の管理及び附帯事務等に関する業務委託料の支出について（第３回）
96,978,000

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 令和２年度市営住宅の管理及び附帯事務等に関する業務委託料の支出について（第３回）
7,991,000

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター管理費の支出について　１１月分
267,219

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 令和２年度市営住宅の管理及び附帯事務等に関する業務委託料の支出について（第３回）
260,719,000

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 令和２年度市営住宅の管理及び附帯事務等に関する業務委託料の支出について（第３回）
245,481,000

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 令和２年度市営住宅の管理及び附帯事務等に関する業務委託料の支出について（第３回）
594,671,000

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 令和２年度市営住宅の管理及び附帯事務等に関する業務委託料の支出について（第３回）
34,737,000

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター修繕積立金の支出について　１１月分
71,259

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　池島住宅電気代の支出について（９月分）
37,881

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　日之出第２住宅電気代の支出について（９月分）
23,307

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　長吉六反東住宅１号館他令和2年9月分の電気代の支出について
6,221

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　春日出中第２住宅電気代の支出について（９月分）
11,012

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　茨田大宮第２住宅電気代の支出について（９月１７日廃止分）
1,414

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　萩之茶屋住宅１号館９月分電気代の支出について
19,963

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　八幡屋住宅電気代の支出について（９月分）
11,287

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　東喜連第５住宅２号館 令和２年９月分の電気代の支出について
84,402

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 令和２年度市営住宅の管理及び附帯事務等に関する業務委託料の支出について（第３回）
827,000

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 令和２年度市営住宅の管理及び附帯事務等に関する業務委託料の支出について（第３回）
414,000

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 令和２年度市営住宅の管理及び附帯事務等に関する業務委託料の支出について（第３回）
1,306,000

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 令和２年度市営住宅の管理及び附帯事務等に関する業務委託料の支出について（第３回）
9,608,000

都市整備局 管理課 令和02年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和２年度市営住宅の管理及び附帯事務等に関する業務委託料の支出について（第３回）
2,437,000

都市整備局 管理課 令和02年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　茨田大宮第１住宅３号館　７～９月分電気代の支出について
44,059

都市整備局 管理課 令和02年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　福第２住宅電気代の支出について（９月分）
25,738

都市整備局 管理課 令和02年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　福住宅電気代の支出について（９月分）
3,238

都市整備局 管理課 令和02年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　日之出北住宅電気代の支出について（９月分）
15,705

都市整備局 管理課 令和02年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　生江住宅電気代の支出について（９月分）
68,838

都市整備局 管理課 令和02年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　酉島住宅電気代の支出について（９月分）
138,929

都市整備局 管理課 令和02年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　日之出第３住宅電気代の支出について（９月分）
19,970

都市整備局 管理課 令和02年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　日之出住宅電気代の支出について（９月分）
107,358

都市整備局 管理課 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　其他委員等旅費 市営住宅維持管理用等市内出張等交通費の支出について（９月分）
25,381

都市整備局 管理課 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張等交通費の支出について（９月分）
19,114

都市整備局 管理課 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　神崎橋住宅電気代の支出について（９月分）
13,613

都市整備局 管理課 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　飛鳥西住宅電気代の支出について（９月分）
63,610

都市整備局 管理課 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　新浪速第２住宅３号館９月分電気代の支出について
26,784

都市整備局 管理課 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　北喜連住宅２号館９月分の電気代の支出について
5,881

都市整備局 管理課 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　古市中第３住宅　７～９月分電気代の支出について
33,794

都市整備局 管理課 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　中島住宅電気代の支出について（９月分）
2,471



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報

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

都市整備局 管理課 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　飛鳥住宅電気代の支出について（９月分）
65,616

都市整備局 管理課 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　加島住宅電気代の支出について（９月分）
120

都市整備局 管理課 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　古市住宅１～５号館　７～９月分電気代の支出について
186,921

都市整備局 管理課 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　佃第２住宅９月分電気代の支出について
84,489

都市整備局 管理課 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　出城東住宅１、２号館９月分電気代の支出について
39,307

都市整備局 管理課 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　生江住宅１３号館　７～９月分電気代の支出について
69,258

都市整備局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 市営住宅維持管理用返信用郵便料金（後納）９月分の支払いについて
5,169

都市整備局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　勝三住宅１から３号館１０月分（ポンプ室）電気代の支出について
563

都市整備局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　喜連北池住宅1～11号館令和２年４月～６月分の電気代の支出について
52,486

都市整備局 管理課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　西喜連第５住宅６・７号館令和２年４～６月分電気代の支出について
97,944

都市整備局 保全整備課 令和02年10月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 旧府営住宅において使用しているテレビ電波障害対策ケーブルの電柱（ＮＴＴ柱）添架料の支出について（毛馬東住宅）
3,300

都市整備局 保全整備課 令和02年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　桜宮住宅1号館外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
1,042,000

都市整備局 保全整備課 令和02年10月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 住宅補修事業用ＰＣＢ汚染物の指定容器詰替等業務委託費の支出について（完了金）
132,000

都市整備局 保全整備課 令和02年10月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　御崎住宅（５号館）給水管改修工事費の支出について（前払金）
11,220,000

都市整備局 保全整備課 令和02年10月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　平林南住宅2号館外壁部分改修その他工事費の支出について（前払金）
3,660,000

都市整備局 保全整備課 令和02年10月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　矢田部住宅6・7号館屋上防水改修工事費の支出について（前払金）
14,970,000

都市整備局 保全整備課 令和02年10月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　桜宮住宅1号館外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
36,238,000

都市整備局 保全整備課 令和02年10月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　北加賀屋住宅1号館外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
15,553,500

都市整備局 保全整備課 令和02年10月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　波除第２住宅５号館外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
99,040,700

都市整備局 保全整備課 令和02年10月20日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　南方住宅5号館外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
810,000

都市整備局 保全整備課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　南方住宅5号館外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
22,680,000

都市整備局 保全整備課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　東喜連第3住宅8・9・15・16・19・20号館外壁部分改修その他工事費の支出について（前払金）
7,240,000

都市整備局 保全整備課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　井高野住宅８・９号館外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
50,443,300

都市整備局 保全整備課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　今福南住宅３・４号館外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
97,530,000

都市整備局 保全整備課 令和02年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用市内出張交通費の支出について（９月分）
23,659

都市整備局 保全整備課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用コピー代金（９月分）の支出について
24,388

都市整備局 保全整備課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　三先住宅１０号館外１住宅外壁部分改修その他工事費の支出について（前払金）
240,000

都市整備局 保全整備課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　加美長沢住宅1・2号館外壁部分改修その他工事費の支出について（前払金）
11,950,000

都市整備局 保全整備課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　鴫野第2住宅（1・2号館）各戸分電盤改修工事費の支出について（前払金）
5,130,000

都市整備局 保全整備課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　三先住宅１０号館外１住宅外壁部分改修その他工事費の支出について（前払金）
14,040,000

都市整備局 保全整備課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用長吉長原東住宅（8号館）自動火災報知設備改修工事費の支出について（前払金）
8,000,000

都市整備局 保全整備課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　長吉出戸西住宅23・24号館外壁部分改修その他工事費の支出について（前払金）
13,490,000

都市整備局 保全整備課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　大和川住宅（3・4・22～24号館）外1住宅各戸分電盤改修工事費の支出について（前払金）
5,400,000

都市整備局 保全整備課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　柴谷住宅１号館外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
80,480,000

都市整備局 保全整備課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用大国住宅（2号館）自動火災報知設備改修工事費の支出について（前払金）
6,070,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　上福島小学校増築その他設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
819,500

都市整備局 公共建築課 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　墨江小学校増築その他工事積算設計業務委託費の支出について（完了金）
1,925,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　小林小学校地質調査業務委託費の支出について（完了金）
1,334,300

都市整備局 公共建築課 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　阪南中学校地質調査業務委託－2にかかる経費の支出について（完了金）
1,482,800

都市整備局 公共建築課 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　上福島小学校増築その他電気設備工事費の支出について（完成金）
362,330

都市整備局 公共建築課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 委託料　委託料 管理用　もと市民交流センターすみよし南解体撤去工事設計業務委託費の支出について（前払金）
1,560,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 廃棄物処理用　安治川トンネル南口公衆便所解体撤去工事設計業務委託費の支出について（前払金）
550,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月06日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 文化振興用　（仮称）大阪新美術館建設工事設計（建築・設備）第2次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
6,710,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　市岡小学校地質調査業務委託費の支出について（完了金）
2,130,700

都市整備局 公共建築課 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　上福島小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（完了金）
3,190,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　上福島小学校増築その他工事費の支出について（完成金）
95,688,285

都市整備局 公共建築課 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　長吉中学校増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
3,970,000



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報

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

都市整備局 公共建築課 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　淀中学校第2期増築その他工事設計業務委託費の支出について（前払金）
4,370,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 園用　伝法幼稚園建設工事設計（建築・設備）業務委託-2費の支出について（完了金）
8,778,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月08日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 港湾整備用　本庁舎防災行政無線設備工事費の支出について（完成金）
1,980,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　酉島小学校増築その他設備工事設計業務委託２にかかる経費の支出について（完了金）
203,500

都市整備局 公共建築課 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　平林小学校プール設置その他工事第２次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
796,400

都市整備局 公共建築課 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　平林小学校プール設置その他工事費の支出について（第２回部分払金）
10,910,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　東三国中学校プール設置その他工事費の支出について（前払金）
32,570,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　小松小学校増築その他機械設備工事費の支出について（完成金）
1,487,200

都市整備局 公共建築課 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　南港桜小学校プール設置その他工事費の支出について（前払金）
23,840,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　五条小学校増築その他工事費の支出について（中間前払金）
74,780,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　塩草立葉小学校第２運動場便所設置工事設計（建築・設備）業務委託費の支出について（前払金）
1,920,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　市岡小学校増築その他設備工事設計業務委託費の支出について（前払金）
1,670,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　島屋小学校増築その他設備工事設計業務委託費の支出について（前払金）
1,230,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　榎本小学校増築その他機械設備工事費の支出について（前払金）
10,510,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　其他委員等旅費 校舎建設用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（令和２年８月分）の支出について
5,072

都市整備局 公共建築課 令和02年10月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 校舎建設用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（令和２年８月分）の支出について
11,498

都市整備局 公共建築課 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 校舎建設用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（令和２年８月分）の支出について
209,315

都市整備局 公共建築課 令和02年10月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度研修認定会議認定講習会「ＢＣＪ技術セミナー　構造設計シリーズ　ＲＣ造編（基礎Ⅰコース）」にかかる受講料の支出について
30,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　中道小学校プール設置その他工事-2にかかる経費の支出について（前払金）
45,000,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月14日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 動物園用　（仮称）天王寺動物園教育普及関連及び休憩施設建設設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
385,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月14日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 区画整理事業用　マリンテニスパーク北村東ゲート便所新築その他工事費の支出について（前払金）
6,370,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　長吉小学校増築その他工事設計業務委託費の支出について（前払金）
4,250,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　平尾小学校地質調査業務委託費の支出について（完了金）
1,898,600

都市整備局 公共建築課 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　田川小学校地質調査業務委託費の支出について（完了金）
1,607,100

都市整備局 公共建築課 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　大領中学校プール設置その他工事費の支出について（前払金）
20,720,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　淀川中学校昇降機設備改修工事費の支出について（完成金）
1,210,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　手数料 「国土交通大臣登録　鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習」「鉄筋コンクリート造耐震改修技術者講習」への参加にかかる経費の支出について
220

都市整備局 公共建築課 令和02年10月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用　マイクロ写真リーダープリンター長期借入の支出について（令和２年９月分）
51,700

都市整備局 公共建築課 令和02年10月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　会費 「国土交通大臣登録　鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習」「鉄筋コンクリート造耐震改修技術者講習」への参加にかかる経費の支出について
29,700

都市整備局 公共建築課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　南港北中学校増築その他ガス設備工事費の支出について（一部完成金（その１工事））
221,700

都市整備局 公共建築課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 工事請負費　改修工事費 スポーツ振興用等　東淀川複合施設外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
2,834,696

都市整備局 公共建築課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 文化振興用　（仮称）大阪新美術館建設工事監理業務委託費の支出について（第３回部分払金）
25,779,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 工事請負費　改修工事費 スポーツ振興用等　東淀川複合施設外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
64,436,230

都市整備局 公共建築課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 スポーツ振興用等　東淀川複合施設外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
3,419,074

都市整備局 公共建築課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理対策用　北部地域中学校体育館空調機設置設備工事設計業務委託費の支出について（完了金）
14,598,500

都市整備局 公共建築課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理対策用　南部地域中学校体育館空調機設置設備工事設計業務委託費の支出について（完了金）
9,307,400

都市整備局 公共建築課 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　三軒家東小学校地質調査業務委託費の支出について（完了金）
2,678,500

都市整備局 公共建築課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 工事請負費　新規工事費 危機管理対策用　玉津中学校体育館空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
12,260,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　滝川小学校増築その他工事設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
551,100

都市整備局 公共建築課 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　島屋小学校地質調査業務委託費の支出について（完了金）
2,152,700

都市整備局 公共建築課 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　加賀屋小学校地質調査業務委託費の支出について（完了金）
1,854,600

都市整備局 公共建築課 令和02年10月23日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 委託料　委託料 消防施設用　天王寺消防署元町出張所新築工事監理業務委託費の支出について（第２回部分払金）
4,351,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　鷺洲小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第１回部分払金）
7,103,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　東田辺小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第２回部分払金）
2,730,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　淀中学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第２回部分払金）
3,823,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　吉野小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第２回部分払金）
3,284,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　堀江小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第１回部分払金）
3,515,074
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都市整備局 公共建築課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　堀江小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第１回部分払金）
924,926

都市整備局 公共建築課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　中本小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第２回部分払金）
4,451,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　住吉第一中学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第２回部分払金）
2,872,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　（仮称）生野中学校区小中一貫校整備工事－２監理業務委託費の支出について（第２回部分払金）
394,717

都市整備局 公共建築課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　（仮称）生野中学校区小中一貫校整備工事－２監理業務委託費の支出について（第２回部分払金）
3,863,283

都市整備局 公共建築課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　加美東小学校プール設置その他電気設備工事費の支出について（完成金）
2,841,100

都市整備局 公共建築課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 健康用　もと住吉市民病院解体撤去工事監理業務委託費の支出について（第２回部分払金）
3,776,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　五条小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第２回部分払金）
2,992,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　滝川小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第２回部分払金）
3,265,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　中野小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第２回部分払金）
2,896,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　真田山小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第２回部分払金）
2,832,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　（仮称）新普通科系高等学校整備工事監理業務委託費の支出について（第２回部分払金）
3,955,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　開平小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第１回部分払金）
8,569,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　南港北中学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第１回部分払金）
6,524,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　歌島中学校第２期増築その他工事監理業務委託費の支出について（第１回部分払金）
2,971,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　玉造小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第２回部分払金）
3,307,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　瓜破小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第２回部分払金）
2,889,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター用　（仮称）北部こども相談センター建設工事監理業務委託費の支出について（第１回部分払金）
10,783,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 園用　瓜破北幼稚園遊戯室棟増築その他工事監理業務委託費の支出について（第２回部分払金）
2,214,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 児童福祉施設用　もと出来島保育所プール解体撤去工事監理業務委託費の支出について（完了金）
1,183,600

都市整備局 公共建築課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 児童福祉施設用　佃保育所新築工事監理業務委託費の支出について（第１回部分払金）
5,205,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 工事請負費　新規工事費 児童福祉施設用　もと出来島保育所プール解体撤去工事費の支出について（完成金）
2,750,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 工事請負費　改修工事費 経済戦略用　大阪国際交流センター天井改修工事費の支出について（前払金）
9,890,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報償費　報償金 建築計画調査事務用　令和２年度第６回都市整備局契約事務評価会議委員報償金の支出について
50,880

都市整備局 公共建築課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎建設用等　複写機経費の支出について（令和２年９月分）
76,340

都市整備局 公共建築課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　玉出中学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第２回部分払金）
1,955,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　新巽中学校プール設置その他工事外１件監理業務委託費の支出について（完了金）
1,718,500

都市整備局 公共建築課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　鯰江東小学校地質調査業務委託費の支出について（完了金）
2,189,000

都市整備局 公共建築課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　諏訪小学校ガス設備改修工事費の支出について（完成金）
2,086,700

都市整備局 施設整備課 令和02年10月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 工事請負費　改修工事費 住之江総合会館外壁改修その他工事費の支出について(工事前払金)
26,050,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月01日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 工事請負費　改修工事費 住之江総合会館外壁改修その他工事費の支出について(工事前払金)
11,710,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 矢田中学校冷房機械設備工事費の支出について（工事前払金）
10,070,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 住吉川小学校受変電設備改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
363,660

都市整備局 施設整備課 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 粉浜小学校受変電設備改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
264,550

都市整備局 施設整備課 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 深江小学校外２校受変電設備改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
450,560

都市整備局 施設整備課 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 下福島中学校自動火災報知設備改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
585,860

都市整備局 施設整備課 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 平野中学校外１校受変電設備改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
517,110

都市整備局 施設整備課 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 梅南中学校外１校受変電設備改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
278,630

都市整備局 施設整備課 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 宮原中学校自動火災報知設備改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
585,860

都市整備局 施設整備課 令和02年10月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 新東三国小学校自動火災報知設備改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
511,830

都市整備局 施設整備課 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 海老江西小学校冷房機械設備工事費の支出について（完成金）
15,141,500

都市整備局 施設整備課 令和02年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 西三国小学校冷房機械設備工事費の支出について（完成金）
10,840,500

都市整備局 施設整備課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

工事請負費　改修工事費 大阪市役所本庁舎外１施設情報ネットワーク改修工事費の支出について（前払金）
1,500,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 海老江東小学校直結給水化改修その他機械設備工事費の支出について（工事前払金）
4,216,860

都市整備局 施設整備課 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 海老江東小学校直結給水化改修その他機械設備工事費の支出について（工事前払金）
4,003,140

都市整備局 施設整備課 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 海老江西小学校外2校冷房ガス設備工事費の支出について（完成金）
397,100

都市整備局 施設整備課 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 高殿小学校外１校外柵改修工事費の支出について（工事前払金）
6,430,000
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都市整備局 施設整備課 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 弁天小学校調理室床改修その他工事費の支出について(工事前払金)
2,270,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 聖賢小学校直結給水化改修電気設備工事費の支出について（完成金）
1,830,400

都市整備局 施設整備課 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 中央小学校照明改修工事費の支出について（完成金）
8,896,800

都市整備局 施設整備課 令和02年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大空小学校フェンス改修工事費の支出について（完成金）
6,329,400

都市整備局 施設整備課 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 聖賢小学校直結給水化改修工事費の支出について（完成金）
4,702,300

都市整備局 施設整備課 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 清水小学校外1校外柵改修工事費の支出について（工事前払金）
8,510,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大道南小学校冷房機械設備工事費の支出について（工事前払金）
4,090,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 出来島小学校冷房機械設備工事費の支出について（工事前払金）
6,960,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 城陽中学校冷房機械設備工事費の支出について（完成金）
27,724,400

都市整備局 施設整備課 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 阪南中学校冷房機械設備工事費の支出について（工事前払金）
5,680,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 島屋小学校冷房機械設備工事費の支出について（工事前払金）
4,410,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 矢田東小学校直結給水化改修電気設備工事費の支出について（完成金）
3,690,500

都市整備局 施設整備課 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 加美小学校冷房機械設備工事費の支出について（工事前払金）
5,870,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 磯路小学校冷房機械設備工事費の支出について（工事前払金）
4,690,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 上福島小学校仮設グラウンド各所改修工事費の支出について(工事前払金)
1,570,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 神津小学校長寿命化改修その他電気設備工事費の支出について（前払金）
1,980,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 矢田東小学校直結給水化改修工事費の支出について（完成金）
15,116,200

都市整備局 施設整備課 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 巽南小学校冷房機械設備工事費の支出について（前払金）
5,240,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 旭陽中学校冷房機械設備工事費の支出について（工事前払金）
7,880,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 城東中学校便所自動洗浄化改修工事費の支出について（完成金）
1,961,300

都市整備局 施設整備課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 城陽中学校外１校冷房ガス設備工事費の支出について（完成金）
1,361,800

都市整備局 施設整備課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 山之内小学校直結給水化改修電気設備工事費の支出について（完成金）
3,742,200

都市整備局 施設整備課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 委託料　委託料 中央会館舞台吊物設備改修工事（北エリア）【設計】委託費の支出について
829,620

都市整備局 施設整備課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 委託料　委託料 中央区民センター舞台吊物設備改修工事（北エリア）【設計】委託費の支出について
829,620

都市整備局 施設整備課 令和02年10月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 新高幼稚園排水設備改修工事（北エリア）【設計】委託費の支出について
752,730

都市整備局 施設整備課 令和02年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市設建築物整備保全（相談・設計等）業務委託（その１）長期継続にかかる支出について（第3四半期分）
9,900,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 市岡中学校外柵改修工事費の支出について（工事前払金）
6,320,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 瓜破西中学校外柵改修工事費の支出について（工事前払金）
9,980,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 丸山小学校冷房機械設備工事費の支出について（工事前払金）
4,540,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 工事請負費　改修工事費 もと萩之茶屋小学校外構整備工事費の支出について（完成金）
6,388,800

都市整備局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 工事請負費　改修工事費 鶴見緑地プールトラス改修工事費の支出について（工事前払金）
27,770,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 工事請負費　改修工事費 生野屋内プール天井改修工事費の支出について（工事前払金）
22,030,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 加美南部小学校冷房機械設備工事費の支出について（完成金）
15,517,700

都市整備局 施設整備課 令和02年10月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 南恩加島小学校冷房機械設備工事費の支出について（前払金）
6,850,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 委託料　委託料 舞洲障がい者スポーツセンター外壁改修工事外４件設計業務委託費の支出について（前払金）
5,600

都市整備局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 委託料　委託料 舞洲障がい者スポーツセンター外壁改修工事外４件設計業務委託費の支出について（前払金）
75,600

都市整備局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 委託料　委託料 舞洲障がい者スポーツセンター外壁改修工事外４件設計業務委託費の支出について（前払金）
128,200

都市整備局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区庁舎整備費 委託料　委託料 舞洲障がい者スポーツセンター外壁改修工事外４件設計業務委託費の支出について（前払金）
38,700

都市整備局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区庁舎整備費 委託料　委託料 舞洲障がい者スポーツセンター外壁改修工事外４件設計業務委託費の支出について（前払金）
1,085,100

都市整備局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 舞洲障がい者スポーツセンター外壁改修工事外４件設計業務委託費の支出について（前払金）
663,800

都市整備局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 舞洲障がい者スポーツセンター外壁改修工事外４件設計業務委託費の支出について（前払金）
540,700

都市整備局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 舞洲障がい者スポーツセンター外壁改修工事外４件設計業務委託費の支出について（前払金）
140,900

都市整備局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 工事請負費　改修工事費 住吉屋内プール天井改修電気設備工事費の支出について（前払金）
8,120,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 工事請負費　改修工事費 湊町リバープレイス中央監視設備改修工事費の支出について（前払金）
34,900,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費（令和２年８月分）の支出について
7,213

都市整備局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費（令和２年８月分）の支出について
132,251

都市整備局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 東高等学校外２校受変電設備改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
660,770
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都市整備局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 舞洲障がい者スポーツセンター外壁改修工事外４件設計業務委託費の支出について（前払金）
141,400

都市整備局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 加美南部小学校外１校冷房ガス設備工事費の支出について（完成金）
667,700

都市整備局 施設整備課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大江小学校冷房機械設備工事費の支出について（前払金）
2,890,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 浪速小学校・日本橋中学校冷房ガス設備工事費の支出について（完成金）
612,700

都市整備局 施設整備課 令和02年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 浪速小学校・日本橋中学校冷房機械設備工事費の支出について（完成金）
15,542,900

都市整備局 施設整備課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用マイクロ写真リーダープリンター　長期借入（施設整備課）費用の支出について（令和２年９月分）
76,450

都市整備局 施設整備課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用Ａ２版対応インクジェットプリンター　長期借入（施設整備課）費用の支出について（令和２年９月分）
8,250

都市整備局 施設整備課 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 伝法小学校長寿命化改修その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
91,300

都市整備局 施設整備課 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大隅東小学校長寿命化改修工事費の支出について（完成金）
85,576,700

都市整備局 施設整備課 令和02年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 伝法小学校長寿命化改修その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
1,013,100

都市整備局 施設整備課 令和02年10月21日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 工事請負費　改修工事費 南港中央野球場空調設備改修工事費の支出について（工事前払金）
2,620,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 宮原小学校冷房機械設備工事費の支出について（工事前払金）
5,850,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 清水丘小学校体育館天井改修その他工事費の支出について（工事前払金）
6,040,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 工事請負費　改修工事費 おとしよりすこやかセンター南部館空調設備改修その他機械設備工事－２費の支出について（工事前払金）
5,810,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月22日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 工事請負費　改修工事費 千島体育館各所改修工事費の支出について(工事前払金)
24,020,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長吉東小学校冷房機械設備工事費の支出について（工事前払金）
4,490,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 淀商業高等学校便所改修工事費の支出について(工事前払金)
10,810,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 伝法小学校長寿命化改修工事費の支出について（完成金）
96,319,400

都市整備局 施設整備課 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 墨江小学校直結給水化改修電気設備工事費の支出について（完成金）
480,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 小松小学校冷房機械設備工事費の支出について（完成金）
4,701,400

都市整備局 施設整備課 令和02年10月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 工事請負費　改修工事費 大和田幼稚園・大和田小学校フェンス改修工事費の支出について（工事前払金）
2,511,400

都市整備局 施設整備課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 インテックス大阪３・４号館トップライト防水改修工事設計業務委託費の支出について（完了金）
1,067,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 住宅総務事務用令和２年度施設整備課事務室機械警備業務委託費の支出について（令和２年９月分）
6,380

都市整備局 施設整備課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 高見小学校教室出入口改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
363,660

都市整備局 施設整備課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 九条南小学校特別支援教室手洗い場設置工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
377,630

都市整備局 施設整備課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 長吉南小学校体育館床塗装工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
511,830

都市整備局 施設整備課 令和02年10月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大和田幼稚園・大和田小学校フェンス改修工事費の支出について（工事前払金）
628,600

都市整備局 施設整備課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市設建築物整備保全（保守相談・設計・監理）業務委託　長期継続にかかる支出について（第３四半期分）
1,369,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用執務室コピー代金の支出について（令和２年９月分）
36,025

都市整備局 施設整備課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用共用室コピー代金の支出について（令和２年９月分）
14,221

都市整備局 施設整備課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 墨江小学校直結給水化改修その他機械設備工事費の支出について（完成金）
6,275,500

都市整備局 施設整備課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大隅東小学校長寿命化改修電気設備工事費の支出について（完成金）
15,353,600

都市整備局 施設整備課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 墨江小学校直結給水化改修その他機械設備工事費の支出について（完成金）
8,598,700

都市整備局 施設整備課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 山之内小学校直結給水化改修工事費の支出について（完成金）
6,844,900

都市整備局 施設整備課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 喜連東小学校運動場整備工事費の支出について（完成金）
11,792,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 大空小学校フェンス改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
647,900

都市整備局 施設整備課 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 市岡小学校理科室床改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
248,600

都市整備局 施設整備課 令和02年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 もと立葉小学校各所改修電気設備工事費の支出について（前払金）
1,460,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 工事請負費　改修工事費 生野区子ども・子育てプラザ等外1施設外柵改修工事費の支出について（工事前払金）
363,900

都市整備局 施設整備課 令和02年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 工事請負費　改修工事費 生野区子ども・子育てプラザ等外1施設外柵改修工事費の支出について（工事前払金）
391,300

都市整備局 施設整備課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 工事請負費　改修工事費 生野区子ども・子育てプラザ等外1施設外柵改修工事費の支出について（工事前払金）
2,238,400

都市整備局 施設整備課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 梅本保育所外12施設空調設備改修工事設計業務委託費の支出について（完成金）
1,003,200

都市整備局 施設整備課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 梅本保育所外12施設空調設備改修工事設計業務委託費の支出について（完成金）
905,300

都市整備局 施設整備課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 梅本保育所外12施設空調設備改修工事設計業務委託費の支出について（完成金）
850,300

都市整備局 施設整備課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 梅本保育所外12施設空調設備改修工事設計業務委託費の支出について（完成金）
1,205,600

都市整備局 施設整備課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 梅本保育所外12施設空調設備改修工事設計業務委託費の支出について（完成金）
850,300

都市整備局 施設整備課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 梅本保育所外12施設空調設備改修工事設計業務委託費の支出について（完成金）
905,300
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都市整備局 施設整備課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 梅本保育所外12施設空調設備改修工事設計業務委託費の支出について（完成金）
1,003,200

都市整備局 施設整備課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 梅本保育所外12施設空調設備改修工事設計業務委託費の支出について（完成金）
905,300

都市整備局 施設整備課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 梅本保育所外12施設空調設備改修工事設計業務委託費の支出について（完成金）
850,300

都市整備局 施設整備課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 梅本保育所外12施設空調設備改修工事設計業務委託費の支出について（完成金）
850,300

都市整備局 施設整備課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 梅本保育所外12施設空調設備改修工事設計業務委託費の支出について（完成金）
850,300

都市整備局 施設整備課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 梅本保育所外12施設空調設備改修工事設計業務委託費の支出について（完成金）
905,300

都市整備局 施設整備課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 梅本保育所外12施設空調設備改修工事設計業務委託費の支出について（完成金）
905,300

都市整備局 施設整備課 令和02年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 工事請負費　改修工事費 生野区子ども・子育てプラザ等外1施設外柵改修工事費の支出について（工事前払金）
2,556,400

都市整備局 施設整備課 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東井高野小学校長寿命化改修その他工事費の支出について（中間前払金）
33,370,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東粉浜小学校長寿命化改修その他工事費の支出について（中間前払金）
9,238,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東粉浜小学校長寿命化改修その他工事費の支出について（中間前払金）
21,982,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東井高野小学校長寿命化改修機械設備工事費の支出について（工事前払金）
10,290,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 工事請負費　改修工事費 阿倍野スポーツセンター天井改修機械設備工事費の支出について（工事前払金）
3,680,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 工事請負費　改修工事費 中央屋内プール天井改修機械設備工事費の支出について（工事前払金）
4,330,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 住吉中学校便所改修工事費の支出について（完成金）
6,120,700

都市整備局 施設整備課 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 三軒家西小学校冷房機械設備工事費の支出について（前払金）
5,280,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 加美南中学校土間改修工事費の支出について（完成金）
4,148,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 各所施設整備費 委託料　委託料 阿波座センタービル屋外階段改修その他工事設計業務委託費の支出について（完成金）
362,120

都市整備局 施設整備課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 阿波座センタービル屋外階段改修その他工事設計業務委託費の支出について（完成金）
22,990

都市整備局 施設整備課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 阿波座センタービル屋外階段改修その他工事設計業務委託費の支出について（完成金）
39,820

都市整備局 施設整備課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 阿波座センタービル屋外階段改修その他工事設計業務委託費の支出について（完成金）
63,360

都市整備局 施設整備課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿波座センタービル屋外階段改修その他工事設計業務委託費の支出について（完成金）
256,300

都市整備局 施設整備課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 阿波座センタービル屋外階段改修その他工事設計業務委託費の支出について（完成金）
248,710

都市整備局 施設整備課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費（令和２年９月分）の支出について
2,373

都市整備局 施設整備課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 企画部施設整備課事務室電気使用料の支出について（令和２年９月分）
80,708

都市整備局 施設整備課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市設建築物整備保全（発注関係事務補助）業務委託　長期継続に係る支出について（第３四半期分）
44,550,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市設建築物整備保全（相談・設計等）業務委託（その４）長期継続に係る支出について（第３四半期分）
9,900,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市設建築物整備保全（改修相談・設計）発注者支援業務委託に係る支出について（第３四半期分）
7,425,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市設建築物整備保全（相談・設計等）業務委託（その３）長期継続に係る支出について（第３四半期分）
9,900,000

都市整備局 施設整備課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費（令和２年９月分）の支出について
136,796

都市整備局 施設整備課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 聖賢小学校冷房機械設備工事費の支出について（前払金）
6,140,000

都市整備局 住宅政策課 令和02年10月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅管理事業用住まい情報センター管理運営システムにおけるインターネット接続サービスの提供に係る通信運搬費の支出について（令和2年8月分）
38,500

都市整備局 住宅政策課 令和02年10月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 報償費　報償金 公社住宅事業用　大阪市住まい公社経営監理会議開催に係る報償金の支出について
66,000

都市整備局 住宅政策課 令和02年10月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業補助金の支出について（２－４）
730,000

都市整備局 住宅政策課 令和02年10月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業補助金の支出について（２－７）
718,000

都市整備局 住宅政策課 令和02年10月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業補助金の支出について（２－５）
551,000

都市整備局 住宅政策課 令和02年10月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 報償費　報償金 令和2年度地域魅力創出建築物修景事業　修景相談（専門家相談）の実施について（2-6）
17,750

都市整備局 住宅政策課 令和02年10月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 報償費　報償金 令和2年度地域魅力創出建築物修景事業　修景相談（専門家相談）の実施について（2-4）
21,760

都市整備局 住宅政策課 令和02年10月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 報償費　報償金 令和2年度地域魅力創出建築物修景事業　修景相談（専門家相談）の実施について（2-5）
18,110

都市整備局 住宅政策課 令和02年10月08日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 定額給付金担当応援にかかる交通費の支出について
324

都市整備局 住宅政策課 令和02年10月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 まちなみ環境事業用市内出張等にかかる旅費の支出について（８月分）
3,529

都市整備局 住宅政策課 令和02年10月09日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅管理事業用住まい情報センター等建物管理費（分担金）の支出について（令和2年10月分）
6,450,362

都市整備局 住宅政策課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 報償費　報償金 第18回大阪市生きた建築ミュージアム推進有識者会議の開催にかかる報償金の支出について（令和２年９月16日開催）
117,660

都市整備局 住宅政策課 令和02年10月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 報償費　報償金 令和2年度第2回大阪市地域魅力創出建築物修景事業推進有識者会議の開催にかかる支出について（令和2年10月5日開催）
52,160

都市整備局 住宅政策課 令和02年10月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業補助金の支出について（２-２）
750,000

都市整備局 住宅政策課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 住宅管理事業用住まい情報センター管理運営システム用機器長期借入にかかる使用料の支出について（令和2年9月分）
436,480

都市整備局 住宅政策課 令和02年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張交通費旅費（９月分）の支出について
4,806
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都市整備局 住宅政策課 令和02年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張交通費旅費（９月分）の支出について
744

都市整備局 住宅政策課 令和02年10月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等　市内・近接地出張旅費の支出について（令和２年９月分住宅政策グループ）
3,312

都市整備局 住宅政策課 令和02年10月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等　市内・近接地出張旅費の支出について（令和２年９月分住宅政策グループ）
2,721

都市整備局 住宅政策課 令和02年10月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等　市内・近接地出張旅費の支出について（令和２年９月分住宅政策グループ）
320

都市整備局 住宅政策課 令和02年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅管理事業用住まい情報センター管理運営システムにおけるインターネット接続サービスの提供に係る通信運搬費の支出について（令和2年9月分）
38,500

都市整備局 住宅政策課 令和02年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 住宅管理事業用令和２年度大阪市立住まい情報センター管理運営業務年度協定に基づく業務代行料の支出について（第３四半期分）
51,450,000

都市整備局 住宅政策課 令和02年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　印刷製本費 新婚・子育て利子補給制度等「個人情報保護シール（はがき貼付用）」印刷にかかる経費の支出について
86,033

都市整備局 住宅政策課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 報償費　報償金 民間住宅助成事業用分譲マンションアドバイザーの派遣（２－１）経費の支出について
30,000

都市整備局 住宅政策課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度等にかかる補助申請確認業務委託に係る郵便料の支出について（令和２年８月）
55,030

都市整備局 住宅政策課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度等にかかる補助申請確認等業務委託　長期継続の経費の支出について（令和2年9月分）
5,813,775

都市整備局 住宅政策課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 民間すまいりんぐ供給事業等にかかる補助申請確認等業務委託　長期継続の経費の支出について（令和２年７月～９月）
3,029,070

都市整備局 安心居住課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費（近接地を含む）の支出について（９月分）
1,190

都市整備局 安心居住課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費（近接地を含む）の支出について（９月分）
4,108

都市整備局 安心居住課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 民間住宅助成事業用コピー代金にかかる支出について（９月分）
44,365

都市整備局 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張（近接地含む）にかかる旅費の支出について（８月分）
720

都市整備局 総務課 令和02年10月09日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張（近接地含む）にかかる旅費の支出について（８月分）
5,120

都市整備局 総務課 令和02年10月09日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張（近接地含む）にかかる旅費の支出について（８月分）
4,784

都市整備局 総務課 令和02年10月09日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張（近接地含む）にかかる旅費の支出について（８月分）
10,920

都市整備局 総務課 令和02年10月09日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張（近接地含む）にかかる旅費の支出について（８月分）
2,678

都市整備局 総務課 令和02年10月09日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張（近接地含む）にかかる旅費の支出について（８月分）
3,154

都市整備局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
16,907

都市整備局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
282

都市整備局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
15,161

都市整備局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　食糧費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
348

都市整備局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
224

都市整備局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
6,674

都市整備局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　燃料費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
767

都市整備局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　印刷製本費 設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（８月発注分）
99,640

都市整備局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
84

都市整備局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
94

都市整備局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
19,965

都市整備局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
84

都市整備局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（８月発注分）
132,955

都市整備局 総務課 令和02年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（８月発注分）
245,621

都市整備局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 令和２年度都市整備局書籍等の概算買入（問答式　境界・私道等の法律実務ほか５点）費用の支出について
6,708

都市整備局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 令和２年度都市整備局書籍等の概算買入（問答式　境界・私道等の法律実務ほか５点）費用の支出について
47,865

都市整備局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 住宅総務事業用令和２年度大阪駅前第１ビル倉庫管理費及び修繕積立金の支出について（10月分）
304,415

都市整備局 総務課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅総務事業用令和２年度大阪駅前第１ビル倉庫管理費及び修繕積立金の支出について（10月分）
151,076

都市整備局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
2,810

都市整備局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
33,722

都市整備局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（平成27年度一括調達分）長期借入（再リース）にかかる経費の支出について（９月分）
3,933

都市整備局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
81,493

都市整備局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
11,240

都市整備局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
18,915

都市整備局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
3,063

都市整備局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
411,611

都市整備局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 コンパクトデジタル複合機長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（９月分）
18,810
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都市整備局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
21,827

都市整備局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用タブレット端末モバイル通信サービス経費の支出について（９月分）
11,200

都市整備局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 コンパクトデジタル複合機長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（９月分）
31,350

都市整備局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
374,194

都市整備局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
603,447

都市整備局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
18,919

都市整備局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
11,067

都市整備局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　負担金 大阪市住宅供給公社団体共済部　大阪市負担金の支出について（令和２年９月分）
1,832,400

都市整備局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
12,473

都市整備局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
6,305

都市整備局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
12,610

都市整備局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 コンパクトデジタル複合機長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（９月分）
6,270

都市整備局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
156,222

都市整備局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 コンパクトデジタル複合機長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（９月分）
6,270

都市整備局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
65,483

都市整備局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
55,137

都市整備局 総務課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金９月分の支払について
20,481

都市整備局 総務課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金９月分の支払について
3,948

都市整備局 総務課 令和02年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金９月分の支払について
2,694

都市整備局 総務課 令和02年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金９月分の支払について
400

都市整備局 総務課 令和02年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金９月分の支払について
225,224

都市整備局 総務課 令和02年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 庁内情報利用パソコン等機器（平成27年度一括調達分）保守業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
23,100

都市整備局 総務課 令和02年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金９月分の支払について
3,940

都市整備局 総務課 令和02年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金９月分の支払について
1,140

都市整備局 総務課 令和02年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金９月分の支払について
218,252

都市整備局 総務課 令和02年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金９月分の支払について
6,928

都市整備局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 令和２年度都市整備局書籍等の概算買入（地方財務実務提要ほか７点）費用の支出について
96,195

都市整備局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 令和２年度都市整備局書籍等の概算買入（地方財務実務提要ほか７点）費用の支出について
35,497

都市整備局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用コピー代金の支出について（９月分）
21,161

都市整備局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用電子複写機使用料の支出について（９月分）
13,292

都市整備局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 令和２年度都市整備局書籍等の概算買入（地方財務実務提要ほか７点）費用の支出について
16,698

都市整備局 総務課 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張（近接地含む）にかかる旅費の支出について（7月分）
1,659

都市整備局 総務課 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張（近接地含む）にかかる旅費の支出について（7月分）
960

都市整備局 総務課 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張（近接地含む）にかかる旅費の支出について（7月分）
821

都市整備局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（９月分）
9,790

都市整備局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 読売新聞の買入にかかる経費の支出について（令和２年７月～令和２年９月分）
13,200

都市整備局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 産経新聞の買入にかかる経費の支出について（令和２年７月～令和２年９月分）
12,111

都市整備局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 日本経済新聞ほか１点の買入にかかる経費の支出について（令和２年７月～令和２年９月分）
26,811

都市整備局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 朝日新聞の買入にかかる経費の支出について（令和２年７月～令和２年９月分）
12,111

都市整備局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（９月分）
19,580

都市整備局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 都市整備局事業所間文書逓送業務委託　長期継続委託料の支払いについて（９月分）
109,780

都市整備局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　印刷製本費 設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（９月発注分）
90,034

都市整備局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（９月発注分）
144,669

都市整備局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（９月発注分）
210,089

都市整備局 区画整理課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 定額給付金担当応援にかかる市内出張交通費の支出について（８月分）
360

都市整備局 区画整理課 令和02年10月02日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度用地事務職員専門研修の受講料の支出について
1,500

都市整備局 区画整理課 令和02年10月09日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 土地区画整理事業に関する打合せにかかる出張命令について（出張日９/11）
8,400
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都市整備局 区画整理課 令和02年10月09日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 放出駅前自由通路清掃業務委託　長期継続（令和２年度分）の委託料の支出について（８月分）
189,896

都市整備局 区画整理課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 令和2年度特別定額給付金担当応援にかかる交通費の支出について（令和2年度　令和2年8月14日分）
360

都市整備局 区画整理課 令和02年10月12日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 除草用エプロン外１点の買入費用の支出について
37,576

都市整備局 区画整理課 令和02年10月12日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金にかかる経費の支出について（9月11日午前立替分）
100

都市整備局 区画整理課 令和02年10月12日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金にかかる経費の支出について（9月10日午後立替分）
600

都市整備局 区画整理課 令和02年10月12日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金にかかる経費の支出について（9月7日立替分）
600

都市整備局 区画整理課 令和02年10月12日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金にかかる経費の支出について（9月10日午前立替分）
300

都市整備局 区画整理課 令和02年10月12日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金にかかる経費の支出について（9月8日立替分）
500

都市整備局 区画整理課 令和02年10月12日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金にかかる経費の支出について（9月4日立替分）
500

都市整備局 区画整理課 令和02年10月15日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　燃料費 区画整理事業用ガソリンカード使用料の支出について（８月分）
60,155

都市整備局 区画整理課 令和02年10月15日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 負担金、補助及交付金　会費 市街地整備促進協議会会費の支出について（令和２年度）
100,000

都市整備局 区画整理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　其他委員等旅費 区画整理事業用等市内出張旅費の支出について（令和２年９月分）
1,320

都市整備局 区画整理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張旅費の支出について（令和２年９月分）
13,478

都市整備局 区画整理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用「軽貨物自動車（トラック）　外２件」　長期借入費用の支出について(９月分)
78,760

都市整備局 区画整理課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用コピー代の支出について(本庁９月分)
39,978

都市整備局 区画整理課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（令和2年9月分）
5,890

都市整備局 区画整理課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用市内出張交通費の支出について（９月分）
23,973

都市整備局 区画整理課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金にかかる経費の支出について（9月23日立替分）
500

都市整備局 区画整理課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金にかかる経費の支出について（10月1日午前立替分）
440

都市整備局 区画整理課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金にかかる経費の支出について（10月1日午後立替分）
220

都市整備局 区画整理課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用等公用車ＥＴＣ利用高速道路通行料にかかる使用料の支出について（令和2年8月分）
13,150

都市整備局 区画整理課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金にかかる経費の支出について（10月5日立替分）
600

都市整備局 区画整理課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金にかかる経費の支出について（9月24日立替分）
200

都市整備局 区画整理課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用測量計算CADシステム(都市整備局)長期借入にかかる使用料の支出について（長期契約　令和２年度　令和２年９月分）
302,720

都市整備局 区画整理課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 補償金算定システム用パーソナルコンピュータ等長期借入に伴う支出について（９月分）
36,795

都市整備局 区画整理課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金にかかる経費の支出について（9月18日立替分）
600

都市整備局 区画整理課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金にかかる経費の支出について（9月29日立替分）
500

都市整備局 区画整理課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 貨物自動車(バン)長期借入にかかる船車賃借料の支出について（長期契約　令和２年度　令和２年９月分）
82,500

都市整備局 区画整理課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用コピー代の支出について（事務所９月分）
64,385

都市整備局 区画整理課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 淡路駅周辺地区土地区画整理事業直接施行建物解体撤去工事設計業務委託費の支出について（完成金）
2,850,000

都市整備局 区画整理課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用軽トラック長期借入にかかる支出について（令和２年７月～９月分）
46,200

都市整備局 区画整理課 令和02年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪府用地対策連絡協議会第２回研修会（初級研修）の参加負担金について
13,500

都市整備局 区画整理課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（令和2年8月分）
1,940

都市整備局 区画整理課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 放出駅前自由通路清掃業務委託　長期継続（令和２年度分）の委託料の支出について（９月分）
189,896

都市整備局 連携事業課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（９月分）
20,596

都市整備局 連携事業課 令和02年10月23日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（９月分）
5,058

都市整備局 連携事業課 令和02年10月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（９月分）
2,844

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張交通費の支出について（８月分）
6,326

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　手数料 令和２年度都市整備局住宅地区改良事業用地等維持管理業務委託（その１）に伴う一般廃棄物処分費の支出について
87,840

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 令和２年度都市整備局住宅地区改良事業用地等維持管理業務委託（その１）の委託料の支出について
2,542,100

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　令和２年度　マンション耐震化緊急支援事業　補助金の支出について（R2-901）
4,000,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（02-28）
331,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（02-31）
219,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（02-24）
68,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 住環境整備事業用等市内出張等にかかる旅費の支出について（８月分）
12,446

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　令和2年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（R2-1-31)
50,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 空家の利活用に向けた既存ストック改修促進用　令和2年度　大阪市空家利活用改修補助事業　補助金の支出について（R2-701)
100,000
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都市整備局 住環境整備課 令和02年10月09日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 令和２年度大阪市ブロック塀等撤去促進事業にかかる補助申請確認等業務委託に係る経費の支出について（令和２年度８月分）
540,100

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月09日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　令和2年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（R2-1-1)
150,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月09日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(02-1)
23,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月12日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市都市防災不燃化促進助成金の支出について（02-01）
2,561,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　令和2年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（R2-1-45)
100,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　令和2年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（R2-1-72)
145,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（02-27）
69,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　令和2年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（R2-1-59)
50,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（重02-29）
750,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（02-19）
135,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金（更新）の支出について（13-53）
34,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託　長期継続に係る経費の支出について（令和２年度８月分）
1,989,844

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託　長期継続に係る経費の支出について（令和２年度８月分）
1,951,456

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 令和2年度　狭あい道路拡幅促進整備補助金の支出について（変R02002）
1,713,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　令和2年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（R2-1-50)
100,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（02-26）
119,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（重02-21）
414,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（02-20）
1,500,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（02-2）
400,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　令和2年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（R2-1-13)
50,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金の支出について(重2-1)(実施設計)
4,094,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張交通費の支出について（９月分）
10,609

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 令和2年度　大阪市耐震補助利用者に対するアンケートの返送に係る後納料金の支出について（9月分)
1,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 デジタル複合機長期借入にかかるコピー代の支出について（９月分）
39,037

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅３号館共益電気料金の支出について（９月分）
16,630

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅４号館共益電気料金の支出について（９月分）
7,590

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（02-13）
741,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋通住宅共益電気料金の支出について（９月分）
17,235

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋第６住宅共益電気料金の支出について（９月分）
27,704

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 令和２年度大阪市ブロック塀等撤去促進事業にかかる補助申請確認等業務委託に係る経費の支出について（令和２年度９月分）
540,100

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（02-25）
361,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　令和2年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（R2-1-66)
150,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 再開発事務用市内出張旅費の支出について（令和２年９月分）
1,840

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 令和２年　大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助利用者に対するアンケートの返送に係る後納料金の支出について（９月分）
891

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　令和2年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（R2-1-43)
100,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（02-15）
1,852,000

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

令和02年10月07日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 令和2年度淡路土地区画整理事務所にかかる水道代の支出について（８月分）
4,208

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
3,700

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
252

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について（７月１日～９月３０日分）
2,009,719

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（７月１日～９月３０日分）
1,382,400

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について（７月１日～９月３０日分）
129,714

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における工作物中断移転に伴う損失補償金の支出について（７月１日～９月３０日分）
160,543

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について（７月１日～９月３０日分）
6,575,942

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（７月１日～９月３０日分）
1,812,324

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（７月１日～９月３０日分）
277,200

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（７月１日～９月３０日分）
282,857
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都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について（７月１日～９月３０日分）
598,172

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（７月１日～９月３０日分）
385,716

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

令和02年10月19日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 令和2年度淡路駅周辺地区従前居住者用住宅における電気使用料の支出について（9月分）
35,789

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

令和02年10月19日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区管理地の防犯灯における電気使用料の支出について（９月分）
14,267

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 令和2年度淡路土地区画整理事務所にかかる水道代の支出について（９月分）
5,636

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

令和02年10月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 令和2年度淡路土地区画整理事務所にかかる電気使用料の支出について（９月分）
58,542

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用市内出張交通費の支出について（９月分）
6,974

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月08日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 土地区画整理事業に伴う街灯（都市整備局所管分）電気料金の支出について（令和２年９月分）（納付書１通添付）
3,916

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月08日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 土地区画整理事業に伴う新三国住宅２号館にかかる電気料金の支出について（令和２年９月分）（納付書１通添付）
21,038

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月09日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 三国東地区不動産鑑定業務（その１）委託料の支出について
918,500

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月09日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
8,683,631

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月13日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
7,309,971

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月14日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 三国東地区不動産鑑定業務（その５）委託料の支出について
88,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月14日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 三国東地区不動産鑑定業務（その１）委託料の支出について
973,500

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業三国東地区土地区画整理事業における建物中断補償に伴う損失補償金の支出について（第２四半期）
364,980

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業三国東地区土地区画整理事業における土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について（第２四半期）
706,691

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業三国東地区土地区画整理事業における建物中断補償に伴う損失補償金の支出について（第２四半期）
238,361

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業三国東地区土地区画整理事業における建物中断補償に伴う損失補償金の支出について（第２四半期）
318,480

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業三国東地区土地区画整理事業における土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について（第２四半期）
1,092,544

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業三国東地区土地区画整理事業における建物中断補償に伴う損失補償金の支出について（第２四半期）
766,080

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月19日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業三国東地区土地区画整理事業における土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について（第2四半期）
451,389

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月19日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業三国東地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第2四半期）
205,201

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月20日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について（第２四半期）
87,571

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月20日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第２四半期）
480,213

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月20日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第２四半期）
108,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月20日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第２四半期）
251,700

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月20日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第２四半期）
463,867

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月20日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第２四半期）
398,039

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月20日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第２四半期）
225,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月21日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張旅費の支出について（令和２年８月分）
620

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張旅費の支出について（令和２年８月分）
18,527

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 三国東地区内一円防塵舗装工事（２－１）における工事代金の支出について（前払い）
6,120,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月22日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
6,189,327

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月23日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
9,424

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月23日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 令和２年度　三国東地区土地区画整理事業用　丸木杭　外２点の買入に係る支出について
137,225

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月23日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
3,300

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月23日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
9,480

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月23日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
10,533,154

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月23日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
5,616,028

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月23日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業三国東地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第２四半期）
82,501

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月23日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業三国東地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第２四半期）
215,400

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月23日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業三国東地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第２四半期）
178,500

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月23日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業三国東地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第２四半期）
64,800

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　備品修繕料 三国東地区土地区画整理事業用全自動洗濯機修繕に係る支出について
27,060

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
9,935,905

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月27日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
9,504,325

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 三国東土地区画整理事務所庁舎清掃業務委託　長期継続の委託経費の支出について（令和２年９月分）
84,700
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都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
6,834,970

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　清算交付金 三国東地区土地区画整理事業における換地不交付となる土地の仮清算金の交付について
9,612,000

都市整備局 生野南部事務所 令和02年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営生野東住宅共用電気料金の大阪市負担分の支出について（９月分）
54,891

都市整備局 生野南部事務所 令和02年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（重生02-7）
594,000

都市整備局 生野南部事務所 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営生野東住宅１３号館共用電気料金の大阪市負担分の支出について（令和２年７～９月分）
39,232

都市整備局 生野南部事務所 令和02年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 生野区南部地区整備事業用小口支払基金資金繰入金の支出について（９月分）
126

都市整備局 生野南部事務所 令和02年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 生野区南部地区整備事業用市内出張交通費等の支出について（9月分）
9,951

都市整備局 生野南部事務所 令和02年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 生野区南部地区整備事業用複写機消耗品代金の支出について（９月分）
6,540

都市整備局 生野南部事務所 令和02年10月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（重生02-6）
337,000

政策企画室 秘書担当 令和02年10月02日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報償費　報償金 第55回市民表彰用　大阪市市民表彰審査会臨時委員への謝礼金の支出について（３名分）
38,420

政策企画室 秘書担当 令和02年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　筆耕翻訳料 勤続職員表彰用　表彰状の筆耕に係る経費の支出について
143,693

政策企画室 秘書担当 令和02年10月08日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報償費　報償金 第55回市民表彰用　大阪市市民表彰審査会臨時委員への謝礼金の支出について（２名分）
22,720

政策企画室 秘書担当 令和02年10月09日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 特別職車運行管理業務委託長期継続（概算契約）（H31.3～R4.2）令和2年度8月分に係る経費の支出について
1,286,278

政策企画室 秘書担当 令和02年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 秘書担当業務用　インクジェットプリンターカートリッジ（ブラック大容量インク）外５点の買入に係る経費の支出について
35,255

政策企画室 秘書担当 令和02年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　備品修繕料 秘書担当業務用　アイスディスペンサー動作異常に伴う修繕に係る経費の支出について
233,948

政策企画室 秘書担当 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般業務用　市内等出張交通費の支出について（令和２年８月分）
1,756

政策企画室 秘書担当 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日、日本経済新聞（令和２年４月から令和３年３月分）の購入経費の支出について（第２四半期分）
160,866

政策企画室 秘書担当 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日、日本経済新聞（令和２年４月から令和３年３月分）の購入経費の支出について（第２四半期分）
80,433

政策企画室 秘書担当 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日、日本経済新聞（令和２年４月から令和３年３月分）の購入経費の支出について（第２四半期分）
26,811

政策企画室 秘書担当 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報償費　報償金 第55回市民表彰用　大阪市市民表彰審査会臨時委員への謝礼金の支出について（１名分）
11,360

政策企画室 秘書担当 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報償費　報償金 第55回市民表彰用　大阪市市民表彰審査会臨時委員への謝礼金の支出について（１名分）
11,820

政策企画室 秘書担当 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 市長東京都出張に係る旅費の支出について（令和２年９月23日）
39,180

政策企画室 秘書担当 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 市長随行東京都出張に係る旅費の支出について（令和２年９月23日）
39,180

政策企画室 秘書担当 令和02年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（白黒）の借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
87,212

政策企画室 秘書担当 令和02年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報端末遠隔操作用アカウントサービス利用に係る経費の支出について
29,700

政策企画室 秘書担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式　長期借入に係る経費の支出について（令和２年度９月分）
143,897

政策企画室 秘書担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（政策企画室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
16,541

政策企画室 秘書担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 モバイルワーク用庁内情報利用パソコン　長期借入に係る経費の支出について（令和２年９月分）
11,770

政策企画室 秘書担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
42,885

政策企画室 秘書担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
166,235

政策企画室 秘書担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 秘書担当業務用　公用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
17,772

政策企画室 秘書担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
1,772

政策企画室 秘書担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
1,824

政策企画室 秘書担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
370

政策企画室 秘書担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
2,302

政策企画室 秘書担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車２台　長期借入（Ｈ30.12～R6.11）令和2年9月分
107,892

政策企画室 秘書担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車（その２）長期借入　（H31.3～R6.11）令和2年9月分
49,500

政策企画室 秘書担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用乗用車一式　長期借入（H28.3～R4.2）令和2年9月分
64,210

政策企画室 秘書担当 令和02年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 寄附者待遇事務用　錫製タンブラーセットの買入に係る経費の支出について
92,400

政策企画室 秘書担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報償費　報償金 第55回市民表彰用　大阪市市民表彰審査会臨時委員への謝礼金の支出について（１名分）
11,360

政策企画室 秘書担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般業務用　市内等出張交通費の支出について（令和２年９月分）
981

政策企画室 秘書担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　追録地方財務実務提要（５８９－５９２）の買入に係る経費の支出について
11,132

政策企画室 秘書担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 寄附者待遇事務用　天満切子の買入に係る経費の支出について
231,000

政策企画室 秘書担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 市長・副市長上京時用ハイヤー使用料の支出について（Ｒ２．９月分）
88,760

政策企画室 政策企画担当 令和02年10月13日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと寄附金のインターネットクレジット等収納業務委託　長期継続（概算契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年９月分）
2,442

政策企画室 政策企画担当 令和02年10月13日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 ふるさと寄附金のインターネットクレジット等収納業務委託　長期継続（概算契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年９月分）
1,100

政策企画室 政策企画担当 令和02年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと寄附金インターネットクレジット納付にかかる決済業務委託（JCBブランド）にかかる所要経費の支出について（令和２年８月分）
3,624
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政策企画室 政策企画担当 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと寄附金のインターネットクレジット納付にかかる決済業務委託（VISA・MASTERブランド）にかかる所要経費の支出について（令和２年８月分）
32,832

政策企画室 政策企画担当 令和02年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 負担金、補助及交付金　分担金 地方分権改革推進事務用　令和２年度関西広域連合負担金の支出について（第３四半期分）
566,000

政策企画室 政策企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 企画部事務用　コピー代金等の支出について（令和２年９月分）
28,442

政策企画室 政策企画担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 負担金、補助及交付金　分担金 市長会関係事務用　令和２年度指定都市市長会分担金の支出について（下半期分）
1,950,000

政策企画室 政策企画担当 令和02年10月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 企画部事務用　市内等出張交通費の支出について（特別定額給付金支給事業分）
1,044

政策企画室 政策企画担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 企画部事務用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
5,405

政策企画室 広報担当 令和02年10月13日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 報酬　其他委員等報酬 大阪市特別参与（広報関係）の報酬の支払いについて（令和２年８月）
24,000

政策企画室 広報担当 令和02年10月13日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 旅費　費用弁償 大阪市特別参与（広報関係）の報酬の支払いについて（令和２年８月）
460

政策企画室 広報担当 令和02年10月13日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 大阪市特別参与（広報関係）の報酬の支払いについて（令和２年８月）
21,000

政策企画室 広報担当 令和02年10月13日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 大阪市特別参与（広報関係）の報酬の支払いについて（令和２年８月）
460

政策企画室 広報担当 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報償費　報償金 令和２年度クロスメディアによる戦略的な情報発信事業にかかる業務委託その２　公募型プロポーザル選定会議の実施に伴う経費の支出について（第２回）
52,040

政策企画室 広報担当 令和02年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 政策企画室市民情報部令和２年８月分コピー代金の支出について
44,215

政策企画室 広報担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 令和２年度広報紙（全市情報部分）企画編集業務委託にかかる経費の支出について（令和２年10月号）
343,200

政策企画室 広報担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 令和２年度　市政広報用映像コンテンツ作成等業務委託にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
126,500

政策企画室 広報担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 令和２年度駅構内設置の掲示板（22駅・10枚掲出用）へのポスター掲出・チラシ設置業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
96,946

政策企画室 広報担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 令和２年度駅構内設置の掲示板（103駅・1枚掲出用）へのポスター掲出業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
52,140

政策企画室 広報担当 令和02年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 広報事務処理パソコン等機器類の借入（再リース）にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
3,740

政策企画室 広報担当 令和02年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 広報事務処理パソコン等長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
16,390

政策企画室 広報担当 令和02年10月22日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 令和２年度クロスメディアによる戦略的な情報発信事業にかかる業務委託その２公募型プロポーザル第２回選定会議の実施にかかる通信運搬費の支出について
84

政策企画室 広報担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 令和２年度広報紙（全市情報部分）点字版製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（令和２年10月号）
263,893

政策企画室 広報担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 政策企画室市民情報部令和２年９月分コピー代金の支出について
23,916

政策企画室 報道担当 令和02年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道事務用　インターネットファックス一斉送信サービスの使用にかかる経費の支出について（令和２年８月分）
5,309

政策企画室 報道担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 報道事務用　令和２年度新聞記事クリッピング業務委託契約にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
212,080

政策企画室 報道担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 報道事務用　令和２年度地上デジタル放送の番組録画及び詳細データ提供等業務委託にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
30,800

政策企画室 報道担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　令和２年度「日経スマートクリップoffice」モニター利用にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
138,600

政策企画室 報道担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　令和２年度インターネット行政情報サービス「ｉＪＡＭＰ」の利用にかかる経費の支出について（令和２年７月～令和２年９月分）
2,277,000

政策企画室 報道担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道事務用　公用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
4,182

政策企画室 報道担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　筆耕翻訳料 報道事務用　令和２度市長会見手話通訳業務（９月分）にかかる経費の支出について
15,000

政策企画室 報道担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　筆耕翻訳料 報道事務用　令和２度市長会見等のテキストデータ作成（９月分）にかかる経費の支出について
23,237

政策企画室 報道担当 令和02年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 報道業務用　市内出張にかかる交通費の支出について（令和２年９月分）
414

政策企画室 広聴担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 市民の声データベースシステム用機器一式の賃借経費の支出について（令和２年９月分）
7,898

政策企画室 広聴担当 令和02年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市役所受付案内業務委託にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
419,711

政策企画室 広聴担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 遠隔手話（外国語）通訳用タブレット型端末サービス利用料の支出について（令和2年9月分）
4,070

政策企画室 広聴担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 定額給付金担当応援にかかる市内出張交通費の支出について（令和2年8月分）
1,332

政策企画室 広聴担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（令和2年9月分）
2,332

政策企画室 広聴担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 総合コールセンター用　電話回線使用料の支出について（令和２年９月分）
162,263

政策企画室 広聴担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市総合コールセンター運営業務委託にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
11,660,000

政策企画室 広聴担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 団体との協議等の実施にかかる施設使用料の支出について（令和２年12月11日西成区民センター、12月15日平野区民センター）
30,950

政策企画室 東京事務所 令和02年10月06日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 東京事務所事務用電話サービス料金にかかる支出について（令和２年８月分）
8,321

政策企画室 東京事務所 令和02年10月09日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 東京事務所事務用　インターネット回線使用料の支出について（令和２年８月分）
46,200

政策企画室 東京事務所 令和02年10月13日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 備品購入費　庁用器具費 東京事務所ＷＥＢ会議用モバイルパソコン２台の支出について
329,076

政策企画室 東京事務所 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用読売新聞（令和２年４月～令和３年３月）買入にかかる支出について（令和２年７月～令和２年９月分）
13,200

政策企画室 東京事務所 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用産経新聞（令和２年４月～令和３年３月）買入の支出について（令和２年度第２四半期分）
9,102

政策企画室 東京事務所 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用朝日新聞・東京新聞（令和２年４月～令和３年３月）買入の支出について（令和２年度第２四半期分）
23,211

政策企画室 東京事務所 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用日本経済新聞（令和２年４月～令和３年３月）買入の支出について（令和２年度第２四半期分）
14,700

政策企画室 東京事務所 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用毎日新聞（令和２年４月～令和３年３月）買入の支出について（令和２年度第２四半期分）
12,111

政策企画室 東京事務所 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　平成２８年度庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室東京事務所）（２）一式長期借入契約にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
5,665
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政策企画室 東京事務所 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用ネットワーク機器等（東京事務所）一式長期借入の実施及び同経費の支出について（令和２年９月分）
24,420

政策企画室 東京事務所 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（東京事務所）一式　長期借入にかかる支出について（令和２年９月分）
22,320

政策企画室 東京事務所 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　LGWAN接続系利用パソコン等機器（政策企画室東京事務所）一式長期借入にかかる支出について（令和２年９月分）
5,474

政策企画室 東京事務所 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度東京事務所職員公舎賃借料の支出について（令和２年１１月分）
887,000

政策企画室 東京事務所 令和02年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 東京事務所事務用　料金後納郵便にかかる支出について（令和２年９月分）
12,050

政策企画室 東京事務所 令和02年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 東京事務所事務用都内出張等交通旅費（令和２年９月分）の支出について
8,598

政策企画室 東京事務所 令和02年10月22日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 東京事務所事務用電話サービス料金にかかる支出について（令和２年８月２１日～令和２年９月２０日分）
11,277

政策企画室 東京事務所 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 東京事務所事務用　携帯電話サービス料金にかかる支出について（令和２年９月分）
7,180

政策企画室 東京事務所 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 東京事務所運営用ＷＥＢ会議用端末のマジックコネクトアカウント購入にかかる支出について
32,340

健康局 総務課 令和02年10月01日 一般会計 健康費 健康費 健康安全基盤研究所費 負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所運営費交付金にかかる支出について（特定運営費交付金・第３四半期分）
2,718,000

健康局 総務課 令和02年10月01日 一般会計 健康費 健康費 健康安全基盤研究所費 負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所運営費交付金にかかる支出について（標準運営費交付金・第３四半期分）
229,611,892

健康局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 令和２年度局運営事務用　朝日新聞の買入（年間購読）経費の支出について（７～９月分）
12,111

健康局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 令和２年度局運営事務用　読売新聞の買入（年間購読）経費の支出について（７～９月分）
13,200

健康局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 令和２年度局運営事務用　毎日新聞外２点の買入（年間購読）経費の支出について（７～９月分）
32,961

健康局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 令和２年度局運営事務用　産経新聞の買入（年間購読）経費の支出について（７～９月分）
12,111

健康局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事務用　令和2年度庁内情報利用パソコン（健康局）長期借入（平成28年度契約分）にかかる経費の支出について（９月分）
664,725

健康局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　令和2年度（平成29年度契約分）庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
246,699

健康局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　令和2年度庁内端末利用パソコン等機器（副首都推進局）（２）一式　長期借入（平成28年度契約分）にかかる経費の支出について（９月分）
17,135

健康局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　令和2年度庁内情報利用パソコン機器（省スペース型デスクトップ）一式長期借入契約にかかる経費の支出について（９月分）
19,800

健康局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　令和2年度（平成28年度契約分）プリンタ等機器（健康局）一式　長期借入の実施にかかるにかかる経費の支出について（９月分）
31,278

健康局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　令和2年度ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（健康局）（一括調達分）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
57,896

健康局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料
局運営事業用　令和2年度庁内情報利用パソコン等機器（平成28年度契約プリンタ　環境科学研究センター分）一式の長期借入にかかるにかかる経費の支出について（９月
分） 8,856

健康局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　令和2年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
585,541

健康局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　其他委員等旅費 新型コロナウイルス感染症患者の対応を行う看護師会計年度任用職員の市内出張交通費の支出について（９月分）
56,040

健康局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　令和2年度庁内端末利用パソコン等機器（副首都推進局）（２）一式　長期借入（平成28年度契約分）にかかる経費の支出について（９月分）
31,414

健康局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　令和2年度庁内情報利用パソコン機器（健康局平成30年3月個別導入分）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
13,081

健康局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 令和２年度　局運営事務用　ゴム印の買入経費の支出について
96

健康局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　令和2年度　ＬＧＷＡＮ接続系端末等機器（個別調達分）の長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
9,762

健康局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　令和2年度庁内情報利用パソコン機器（健康局）一式（浪速区設置分）　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
78,045

健康局 総務課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　令和2年度　ＬＧＷＡＮ接続系端末等機器（個別調達分）の長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
20,869

健康局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康安全基盤研究所費 旅費　普通旅費 大阪健康安全基盤研究所管理事務用にかかる市内出張交通費（令和２年８～９月分）の支出について
4,468

健康局 総務課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 令和２年度　局運営事務用コピー代金（分室追加分）の支出について（９月分）
7,794

健康局 総務課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 令和２年度　局運営事務用コピー代金の支出について（９月分）
108,331

健康局 総務課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 局運営事務用等　ダブルクリップ外8点の買入経費の支出について
18,788

健康局 総務課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　令和2年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
459,090

健康局 総務課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　令和2年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
6,132

健康局 総務課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　令和2年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
43,552

健康局 総務課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 令和２年度　局運営事務用コピー代金（生活衛生設置分（１台））の支出について（９月分）
21,043

健康局 総務課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　建物修繕料 健康局電話配線工事の実施及び同所要経費の支出について
35,090

健康局 経理課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
204

健康局 経理課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年９月分）
232

健康局 経理課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 令和２年度　もと西成保健センター機械警備業務の実施にかかる経費の支出について（９月分）
60,060

健康局 経理課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 医療用手袋買入にかかる経費の支出について（その５）
2,200,000

健康局 経理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 財務関係事務用　地方財務実務提要追録（５８９～５９２号）購入経費の支出について
11,132

健康局 経理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 健康総務事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
365,690

健康局 環境科学研究センター 令和02年10月09日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　燃料費 環境科学研究センター管理運営用　揮発油レギュラー注油にかかる経費の支出について（８月分）
16,744

健康局 環境科学研究センター 令和02年10月14日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　消耗品費 環境科学調査研究用高純度窒素ガス外３点買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
31,790
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健康局 環境科学研究センター 令和02年10月14日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　消耗品費 環境科学研究調査用２ｍLスクリューバイアルの買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
15,840

健康局 環境科学研究センター 令和02年10月14日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　消耗品費 環境科学調査研究用水素ガスの買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
5,500

健康局 環境科学研究センター 令和02年10月14日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　消耗品費 環境科学研究調査用ピペットチップ外１点の買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
29,678

健康局 環境科学研究センター 令和02年10月14日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　消耗品費 環境科学研究調査用0.0125ｍｏｌ/ｌ（Ｎ/40）しゅう酸ナトリウム溶液外１５点の買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
375,930

健康局 環境科学研究センター 令和02年10月14日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 使用料及賃借料　使用料 環境科学研究センター管理運営事業用　ETC利用にかかる高速道路通行料の支出について（８月分）
10,180

健康局 環境科学研究センター 令和02年10月15日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　消耗品費 環境科学研究調査用10ｍL用陽性確認用比色液外５点の買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
29,953

健康局 環境科学研究センター 令和02年10月15日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　消耗品費 環境科学研究調査用0.005ｍｏｌ/Ｌ（Ｎ/40）過マンガン酸カリウム溶液外９点の買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
245,949

健康局 環境科学研究センター 令和02年10月15日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　消耗品費 環境科学研究調査用ガラス濾紙外９点の買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
224,472

健康局 環境科学研究センター 令和02年10月15日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　消耗品費 環境科学研究調査用ボンベパッキン外２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
1,985

健康局 環境科学研究センター 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 旅費　普通旅費 環境科学研究センター管理運営用　環境科学研究センターにかかる市内出張交通費の支出について（9月分）
3,408

健康局 環境科学研究センター 令和02年10月19日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　消耗品費 環境科学研究センター事業用　高分解能ガスクロマトグラフ質量分析装置修理交換部品の買入について
120,780

健康局 環境科学研究センター 令和02年10月23日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　消耗品費 環境科学研究調査用フッ素樹脂処理ガラス繊維フィルターの買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
26,312

健康局 環境科学研究センター 令和02年10月28日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 役務費　通信運搬費 環境科学研究センター管理運営用　庁内情報ネットワーク回線にかかる経費の支出について（９月分）
4,895

健康局 環境科学研究センター 令和02年10月30日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　消耗品費 環境科学研究調査用Ｒ２Ａ寒天培地外１１点の買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
589,281

健康局 環境科学研究センター 令和02年10月30日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　燃料費 環境科学研究センター管理運営用　揮発油レギュラー注油にかかる経費の支出について（９月分）
10,773

健康局 環境科学研究センター 令和02年10月30日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 使用料及賃借料　使用料 環境科学研究検査用　令和２年度液体クロマトグラフタンデム型質量分析装置一式（再リース）その４の借入経費の支出について（９月分）
38,170

健康局 環境科学研究センター 令和02年10月30日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 使用料及賃借料　使用料 環境科学研究検査用　キャニスター/加熱脱着ガスクロマトグラフ質量分析装置一式の長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
753,948

健康局 環境科学研究センター 令和02年10月30日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 使用料及賃借料　使用料 環境科学研究検査用　高分解能ガスクロマトグラフ質量分析装置一式の長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
1,218,800

健康局 健康施策課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 地域保健関係職員研修事業（公衆衛生医師学会）用　ヘッドホンの買入にかかる経費の支出について
17,908

健康局 健康施策課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 令和2年度大阪市急病診療業務委託料の支出について（１０月追加支払分）
60,000,000

健康局 健康施策課 令和02年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 地域保健関係職員研修事業用　第22回日本医療マネジメント学会学術集会参加にかかる参加登録費等の支出について
2,000

健康局 健康施策課 令和02年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 地域保健関係職員研修事業用　第22回日本医療マネジメント学会学術集会参加にかかる参加登録費等の支出について
10,000

健康局 健康施策課 令和02年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

使用料及賃借料　使用料 令和2年度　退院支援にかかる多職種研修会における会場機器使用料にかかる経費の支出について（令和2年10月5日開催分）
3,950

健康局 健康施策課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 各種一般事務用及び地域保健医療計画用　ＰＰＣ（コピー）ラベル外２７点の買入にかかる経費の支出について
72,481

健康局 健康施策課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 各種一般事務用及び地域保健医療計画用　ＰＰＣ（コピー）ラベル外２７点の買入にかかる経費の支出について
6,133

健康局 健康施策課 令和02年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

使用料及賃借料　使用料 令和2年度　退院支援にかかる多職種研修会における会場機器使用料にかかる経費の支出について（令和2年10月9日開催分）
4,150

健康局 健康施策課 令和02年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 平野区保健福祉センターＸ線画像診断装置専用ＵＰＳ修繕に係る経費の支出について
440,000

健康局 健康施策課 令和02年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

使用料及賃借料　使用料 令和2年度　退院支援にかかる多職種研修会における会場機器使用料にかかる経費の支出について（令和2年10月14日・令和2年10月22日開催分）
8,300

健康局 健康施策課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 地域保健管理（一般事務費）用　産経新聞買入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

健康局 健康施策課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 地域保健管理（一般事務費）用　朝日新聞買入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

健康局 健康施策課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 地域保健管理（一般事務費）用　毎日新聞外１点の買入経費の支出について（7月～9月分）
26,811

健康局 健康施策課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 地域保健管理（一般事務費）用　読売新聞買入経費の支出について（7月～9月分）
13,200

健康局 健康施策課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用　レシートロールペーパーの買入にかかる支出について
23,084

健康局 健康施策課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

使用料及賃借料　使用料 令和２年度　区役所実務者、在宅医療・介護連携支援コーディネーター合同研修会の会場機器使用料にかかる経費の支出について（令和２年９月４日開催）
4,550

健康局 健康施策課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 一般事務用等追録「地域保健関係法令実務便覧」の買入にかかる経費の支出について
3,661

健康局 健康施策課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 一般事務用等追録「地域保健関係法令実務便覧」の買入にかかる経費の支出について
457

健康局 健康施策課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 保健福祉センター事業用　令和２年度保健衛生検査所外２箇所白衣等洗濯業務委託（概算契約）にかかる支出について（９月分）
14,410

健康局 健康施策課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 災害救助対策用　血糖測定器専用電極外1点の買入に係る支出について
30,448

健康局 健康施策課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 災害救助対策事業　携帯電話使用料の支出について（９月分）
6,613

健康局 健康施策課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　其他委員等旅費 会計年度任用職員用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（8月分）
1,255

健康局 健康施策課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　其他委員等旅費 会計年度任用職員用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（7月分）
3,357

健康局 健康施策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 重症心身障がい児者の医療コーディネート事業用　後納郵便料の支出について（9月分）
594

健康局 健康施策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度大阪市急病診療業務の実施にかかる十三休日急病診療所不動産賃貸借料の支出について（令和２年９月分）
135,000

健康局 健康づくり課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（８月分）
1,500

健康局 健康づくり課 令和02年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導用栄養関係法規類集追録２８８・２８９号買入にかかる経費の支出について
21,974

健康局 健康づくり課 令和02年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　医薬材料費 令和２年度歯科健康相談事業用唾液潜血検査用試験紙買入にかかる経費の支出について
188,760

健康局 健康づくり課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用　令和２年度乳がん検診デジタルマンモグラフィ機器装置保守・点検業務委託の実施及び同経費の支出について（９月分）
481,250
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健康局 健康づくり課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 令和２年度がん検診事業　大阪市乳がん検診内部検討会議にかかる講師料の支出について
8,480

健康局 健康づくり課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　白板マーカー中字用みどり外11点買入にかかる支出について
14,275

健康局 健康づくり課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用　放射線技術検査所外１箇所長白衣等洗濯業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（９月分）
9,207

健康局 健康づくり課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用　放射線技術検査所外１箇所長白衣等洗濯業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（９月分）
6,996

健康局 健康づくり課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 令和２年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託(概算契約)の実施及び同経費の支出について（令和２年９月）
133,579

健康局 健康づくり課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 令和２年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託(概算契約)の実施及び同経費の支出について（令和２年９月）
63,941

健康局 健康づくり課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 令和２年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託(概算契約)の実施及び同経費の支出について（令和２年９月）
9,486

健康局 健康づくり課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 令和２年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託(概算契約)の実施及び同経費の支出について（令和２年９月）
51,317

健康局 健康づくり課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 令和２年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託(概算契約)の実施及び同経費の支出について（令和２年９月）
1,047

健康局 健康づくり課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 大阪市歯周病検診事業用（歯周病検診）委託料の支出について（８月分）
317,192

健康局 健康づくり課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 令和２年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託(概算契約)の実施及び同経費の支出について（令和２年９月）
2,805

健康局 健康づくり課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 令和２年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託(概算契約)の実施及び同経費の支出について（令和２年９月）
106,322

健康局 健康づくり課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 令和２年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託(概算契約)の実施及び同経費の支出について（令和２年９月）
186,850

健康局 健康づくり課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 令和２年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託(概算契約)の実施及び同経費の支出について（令和２年９月）
2,581

健康局 健康づくり課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 がん検診事業用　大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入経費の支出について（9月分）
11,446

健康局 健康づくり課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 がん検診事業用　大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入経費の支出について（9月分）
4,064

健康局 健康づくり課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用　令和２年度乳がん検診（マンモグラフィ）フィルム逓送業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（令和２年９月分）
262,970

健康局 健康づくり課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 令和２年度「すこやか大阪21（第2次後期」推進のための職員研修にかかる講師謝礼の支出について
13,920

健康局 健康づくり課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　セロハンテープ外7点買入にかかる支出について
16,914

健康局 健康づくり課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　セロハンテープ外7点買入にかかる支出について
4,503

健康局 健康づくり課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
16,301,835

健康局 健康づくり課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
1,770,296

健康局 健康づくり課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用等　令和２年度乳がん検診・骨粗しょう症検診事業関係業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（令和２年８月分）
10,024,663

健康局 健康づくり課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
610,335

健康局 健康づくり課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
16,216,745

健康局 健康づくり課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
12,738,156

健康局 健康づくり課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用　令和２年度胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（8月分）
3,011,544

健康局 健康づくり課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用　令和２年度胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（8月分）
2,649,186

健康局 健康づくり課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用　令和２年度胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（8月分）
2,590,282

健康局 健康づくり課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
474,936

健康局 健康づくり課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
31,779,675

健康局 健康づくり課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
18,519,622

健康局 健康づくり課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用等　令和２年度乳がん検診・骨粗しょう症検診事業関係業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（令和２年８月分）
3,006,481

健康局 健康づくり課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 がん検診推進事業用個別勧奨はがき印刷及び同経費の支出について
519,902

健康局 健康づくり課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 受動喫煙防止対策推進事業用　コピー代金の支出について（９月分）
13,134

健康局 健康づくり課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（９月分）
1,272

健康局 健康づくり課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　其他委員等旅費 受動喫煙防止対策推進事業用　臨時的任用職員の市内出張交通費の支出について（９月分）
4,310

健康局 健康づくり課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 令和２年度たばこ対策促進事業用喫煙防止教材（小学生用）他２点の印刷及び同経費の支出について
297,000

健康局 健康づくり課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（９月分）
3,096

健康局 健康づくり課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（９月分）
4,901

健康局 健康づくり課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（９月分）
1,508

健康局 健康づくり課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（９月分）
1,197

健康局 健康づくり課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（９月分）
1,069

健康局 健康づくり課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（９月分）
38,309

健康局 健康づくり課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（９月分）
3,309

健康局 健康づくり課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（９月分）
369

健康局 健康づくり課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（９月分）
194
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健康局 健康づくり課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（９月分）
1,733

健康局 健康づくり課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（９月分）
291

健康局 生活衛生課 令和02年10月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用等爪楊枝外４３点の買入にかかる経費の支出について
175,956

健康局 生活衛生課 令和02年10月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用等爪楊枝外４３点の買入にかかる経費の支出について
1,661

健康局 生活衛生課 令和02年10月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用等爪楊枝外４３点の買入にかかる経費の支出について
47,355

健康局 生活衛生課 令和02年10月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用等爪楊枝外４３点の買入にかかる経費の支出について
8,360

健康局 生活衛生課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用「食品表示関係法規集追録　外２点」の買入にかかる経費の支出について（７月納品分）
106,326

健康局 生活衛生課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用「全国食品衛生行政担当者名簿」買入にかかる経費の支出について
12,375

健康局 生活衛生課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用「食品衛生関係法規集　追録」の買入にかかる経費の支出について（６月納品分）
92,400

健康局 生活衛生課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 備品等整備事業用薬用冷蔵ショーケースの買入にかかる経費の支出について
422,400

健康局 生活衛生課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
112,500

健康局 生活衛生課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
580,000

健康局 生活衛生課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
129,900

健康局 生活衛生課 令和02年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（令和２年７月分）
5,980

健康局 生活衛生課 令和02年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（令和２年７月分）
6,170

健康局 生活衛生課 令和02年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（令和２年７月分）
10,306

健康局 生活衛生課 令和02年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（令和２年７月分）
12,910

健康局 生活衛生課 令和02年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（令和２年７月分）
3,782

健康局 生活衛生課 令和02年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用樹脂製さじ外７点の買入にかかる経費の支出について
128,469

健康局 生活衛生課 令和02年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用ARCH05犬猫の皮膚まるまる検査2017の買入にかかる経費の支出について
8,800

健康局 生活衛生課 令和02年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用　動物愛護相談室にかかるコピー代金の支出について（８月分）
9,635

健康局 生活衛生課 令和02年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 ビル衛生管理事業用「特定建築物の衛生管理にかかる講習会」の実施にかかる会場使用料の支出について（令和３年３月４日・３月５日開催）
74,300

健康局 生活衛生課 令和02年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用中央卸売市場食品衛生検査所収去検査にかかる宿泊施設の借上経費の支出について（８月分）
13,600

健康局 生活衛生課 令和02年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
63,400

健康局 生活衛生課 令和02年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
1,210,000

健康局 生活衛生課 令和02年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
1,490,000

健康局 生活衛生課 令和02年10月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 そ族昆虫防除事業用「観賞魚用ネット外２点」の買入にかかる経費の支出について
10,076

健康局 生活衛生課 令和02年10月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 動物愛護管理事業用等　揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（令和２年８月分）
12,371

健康局 生活衛生課 令和02年10月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 動物愛護管理事業用等　揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（令和２年８月分）
7,435

健康局 生活衛生課 令和02年10月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 動物愛護管理事業用等　揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（令和２年８月分）
15,120

健康局 生活衛生課 令和02年10月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
199,600

健康局 生活衛生課 令和02年10月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
535,050

健康局 生活衛生課 令和02年10月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
125,000

健康局 生活衛生課 令和02年10月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
1,678,250

健康局 生活衛生課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用等　「営業施設衛生管理講習会受講済みステッカー　外１点」の印刷にかかる経費の支出について
33,880

健康局 生活衛生課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用等　「営業施設衛生管理講習会受講済みステッカー　外１点」の印刷にかかる経費の支出について
30,030

健康局 生活衛生課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用等　電池外13点の買入にかかる経費の支出について
2,640

健康局 生活衛生課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用等　電池外13点の買入にかかる経費の支出について
1,523

健康局 生活衛生課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用等　電池外13点の買入にかかる経費の支出について
39,501

健康局 生活衛生課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用等　電池外13点の買入にかかる経費の支出について
23,216

健康局 生活衛生課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 狂犬病予防等事業用「なにわ８００さ２２２５」の法定１２か月点検継続検査経費の支出について
32,450

健康局 生活衛生課 令和02年10月12日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（令和２年８月分）
11,327

健康局 生活衛生課 令和02年10月12日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　手数料 令和２年度　と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の経費の支出について（８月分）
5,005

健康局 生活衛生課 令和02年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 令和２年度　と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の経費の支出について（８月分）
10,056

健康局 生活衛生課 令和02年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 令和２年度　と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の経費の支出について（８月分）
53,569

健康局 生活衛生課 令和02年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 令和２年度　と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の経費の支出について（８月分）
16,675

健康局 生活衛生課 令和02年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 令和２年度　と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の経費の支出について（８月分）
5,970



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報

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

健康局 生活衛生課 令和02年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 令和２年度　と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の経費の支出について（８月分）
2,860

健康局 生活衛生課 令和02年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 そ族昆虫防除事業用　令和２年度全国環境衛生・廃棄物関係課長会の出席にかかる経費の支出について（令和２年10月16日開催）
28,780

健康局 生活衛生課 令和02年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用等犬パルボウイルス検査キット外１２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約９月）
181,885

健康局 生活衛生課 令和02年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用等犬パルボウイルス検査キット外１２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約９月）
3,861

健康局 生活衛生課 令和02年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用試買検査検体購入経費の支出について（令和２年度10月実施分）
35,000

健康局 生活衛生課 令和02年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 動物愛護事業用カラス啓発用リーフレット　外２点印刷にかかる経費の支出について
48,180

健康局 生活衛生課 令和02年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 食品衛生事業用試買検査検体購入経費の支出について（令和２年度10月実施分）
2,000

健康局 生活衛生課 令和02年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 食品衛生事業用試買検査検体購入経費の支出について（令和２年度10月実施分）
2,000

健康局 生活衛生課 令和02年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
490,000

健康局 生活衛生課 令和02年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　会費 小規模受水槽衛生対策事業用「令和２年度認定簡易専用水道検査員講習会」にかかる受講料の支出について
50,000

健康局 生活衛生課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務事業用等　市内出張交通費の支出について（６月分）
840

健康局 生活衛生課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務事業用等　市内出張交通費の支出について（６月分）
77,738

健康局 生活衛生課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用等　はがき用紙外１５０点の買入にかかる経費の支出について
8,382

健康局 生活衛生課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用等　作業用手袋外２４点の買入にかかる経費の支出について
11,088

健康局 生活衛生課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用等消毒薬外１４点の買入にかかる経費の支出について
34,463

健康局 生活衛生課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用等　はがき用紙外１５０点の買入にかかる経費の支出について
382,118

健康局 生活衛生課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　留守番電話装置の買入にかかる経費の支出について
34,650

健康局 生活衛生課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用等消毒薬外１４点の買入にかかる経費の支出について
182,776

健康局 生活衛生課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用等　作業用手袋外２４点の買入にかかる経費の支出について
19,800

健康局 生活衛生課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用等　作業用手袋外２４点の買入にかかる経費の支出について
448,415

健康局 生活衛生課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 そ族昆虫防除事業用　令和２年度公共発生源への薬剤散布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
89,210

健康局 生活衛生課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等Ｄ（＋）－ガラクトース外５０点の買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
145,211

健康局 生活衛生課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等「食品衛生検査指針　食品添加物編　追補２０２０」の買入にかかる経費の支出について
4,114

健康局 生活衛生課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生事業用　水道六法追録の買入にかかる経費の支出について
40,400

健康局 生活衛生課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用VT遺伝子検出キットの買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
96,800

健康局 生活衛生課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等Ｄ（＋）－ガラクトース外５０点の買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
60,731

健康局 生活衛生課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等「食品衛生検査指針　食品添加物編　追補２０２０」の買入にかかる経費の支出について
12,342

健康局 生活衛生課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等Ｄ（＋）－ガラクトース外５０点の買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
77,473

健康局 生活衛生課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 簡易専用水道事業用等　「飲料水衛生講習会のご案内はがき（簡易専用水道規制指導用）外１点」の印刷にかかる経費の支出について
22,572

健康局 生活衛生課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 簡易専用水道事業用等　「飲料水衛生講習会のご案内はがき（簡易専用水道規制指導用）外１点」の印刷にかかる経費の支出について
5,016

健康局 生活衛生課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 有害家庭用品事業用等　令和２年度大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
22,242

健康局 生活衛生課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 有害家庭用品事業用等　令和２年度大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
22,242

健康局 生活衛生課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 有害家庭用品事業用等　令和２年度大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
15,207

健康局 生活衛生課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 備品等整備事業用　CO・CO2測定器の買入経費の支出について
327,580

健康局 生活衛生課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 備品等整備事業用超低温フリーザーの買入経費の支出について
437,800

健康局 生活衛生課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 薬務事務事業用追録「医薬品、医療機器関係実務便覧」の買入にかかる経費の支出について
9,034

健康局 生活衛生課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 乳肉衛生事業用　令和２年度　中央卸売市場食品衛生検査所清掃業務の経費の支出について（９月分）
13,750

健康局 生活衛生課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用　ゴム印買入にかかる経費の支出について
1,694

健康局 生活衛生課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用「水中大腸菌検出用特定酵素基質培地」買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
33,660

健康局 生活衛生課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用　令和２年度　食肉衛生検査所庁舎清掃業務委託料の支出について（９月分）
91,157

健康局 生活衛生課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等アセトニトリル外１２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
693

健康局 生活衛生課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用馬無菌脱繊維血液の買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
38,500

健康局 生活衛生課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等アセトニトリル外１２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
47,729

健康局 生活衛生課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等アセトニトリル外１２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
8,393

健康局 生活衛生課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用希釈液外６点の買入にかかる経費の支出について（単価契約９月）
55,220

健康局 生活衛生課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター庁舎清掃業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
46,200

健康局 生活衛生課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防等事業用　動物管理センター機械警備業務委託料の支出について（９月分）
7,810
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健康局 生活衛生課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
35,585

健康局 生活衛生課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小規模受水槽衛生対策事業用　フルハーネス型墜落制止用器具　外３点の買入にかかる経費の支出について
89,760

健康局 生活衛生課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　収去バック　外２点買入にかかる経費の支出について（９月発注分）
101,860

健康局 生活衛生課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　水酸化ナトリウム溶液買入にかかる経費の支出について（９月発注分）
902

健康局 生活衛生課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　エタノール　外４点買入にかかる経費の支出について（９月発注分）
66,209

健康局 生活衛生課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　非接触型赤外線体温計の買入にかかる経費の支出について
57,750

健康局 生活衛生課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　過酸化水素　外７点の買入にかかる経費の支出について（９月発注分）
67,672

健康局 生活衛生課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　簡易検査用ＴＧＳＥ培地　外１点　買入にかかる経費の支出について（９月発注分）
41,800

健康局 生活衛生課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等カタラーゼ外２１点の買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
100,287

健康局 生活衛生課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等カタラーゼ外２１点の買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
180,235

健康局 生活衛生課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用「消毒用エタノール　外５点」の買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
55,847

健康局 生活衛生課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等カタラーゼ外２１点の買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
28,259

健康局 生活衛生課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 所有者不明猫不妊・去勢手術の実施事業にかかる委託料の支出について（第２四半期分　契約番号２００００７２－３）
427,500

健康局 生活衛生課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 生活衛生一般事務用　令和２年度官報情報検索サービス利用の経費の支出について（７～９月分）
6,600

健康局 生活衛生課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
228,750

健康局 生活衛生課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
121,000

健康局 生活衛生課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　会費 と畜検査事業用　令和２年度全国食肉衛生検査所協議会にかかる会費の支出について
47,000

健康局 生活衛生課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等　携帯電話使用料の支出について（９月分）
31,732

健康局 生活衛生課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等　携帯電話使用料の支出について（９月分）
30,397

健康局 生活衛生課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等　携帯電話使用料の支出について（９月分）
79,252

健康局 生活衛生課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ミクロビューレット外３点の買入にかかる経費の支出について
1,155

健康局 生活衛生課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ミクロビューレット外３点の買入にかかる経費の支出について
61,512

健康局 生活衛生課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用等　庁内情報ネットワークにおける通信サービス経費の支出について（９月分）
4,895

健康局 生活衛生課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用等　庁内情報ネットワークにおける通信サービス経費の支出について（９月分）
4,895

健康局 生活衛生課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用等　庁内情報ネットワークにおける通信サービス経費の支出について（９月分）
4,895

健康局 生活衛生課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用等　庁内情報ネットワークにおける通信サービス経費の支出について（９月分）
4,895

健康局 生活衛生課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 食鳥検査事業用　食鳥検査にかかる宿泊施設借上経費の支出について（９月分）
119,841

健康局 生活衛生課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用　動物愛護相談室にかかるコピー代金の支出について（９月分）
12,638

健康局 生活衛生課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 狂犬病予防等事業用　動物管理センターガス料金の支出について（９月分）
4,356

健康局 生活衛生課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 狂犬病予防等事業用　動物管理センター電気料金の支出について（９月分）
181,631

健康局 生活衛生課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 狂犬病予防等事業用「なにわ８００さ２２２５」法定１２か月点検継続検査追加整備経費の支出について
44,022

健康局 生活衛生課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 狂犬病予防等事業用等　ETC利用高速道路通行料の支出について（８月分）
3,100

健康局 生活衛生課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 狂犬病予防等事業用等　ETC利用高速道路通行料の支出について（８月分）
1,260

健康局 生活衛生課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
100,000

健康局 生活衛生課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 動物愛護管理事業用「なにわ１００さ６３３５」の法定１２か月点検継続検査経費の支出について
29,370

健康局 生活衛生課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 食鳥検査事業用小口支払基金繰入金（食肉衛生検査所）の支出について（9月分）
7,603

健康局 生活衛生課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市動物管理センター一般廃棄物収集・運搬業務にかかる経費の支出について（９月分）
6,832

健康局 生活衛生課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 動物愛護管理事業用小口支払基金繰入金（動物管理センター）の支出について（9月分）
2,720

健康局 生活衛生課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
176,000

健康局 生活衛生課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
76,500

健康局 生活衛生課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　手数料 令和２年度　と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の経費の支出について（９月分）
7,535

健康局 生活衛生課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用日本農林規格品質表示基準・食品編追録外１点の買入にかかる経費の支出について
43,824

健康局 生活衛生課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生事業用「産業廃棄物処理法令・通達・条例集　近畿編　外１点」の買入にかかる経費の支出について
8,300

健康局 生活衛生課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生事業用「廃棄物処理実務便覧　追録」の買入にかかる経費の支出について
21,050

健康局 生活衛生課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 薬務事務事業用追録「医薬品、医療機器関係実務便覧」の買入にかかる経費の支出について
8,399

健康局 生活衛生課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 動物愛護管理事業用等　揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（令和２年９月分）
19,179

健康局 生活衛生課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 動物愛護管理事業用等　揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（令和２年９月分）
33,744
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健康局 生活衛生課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 動物愛護管理事業用等　揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（令和２年９月分）
9,619

健康局 生活衛生課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　中央市場食品衛生検査所電気・上下水道料金の支出について（９月分）
218,156

健康局 生活衛生課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　東部市場食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（９月分）
161,001

健康局 生活衛生課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 令和２年度　と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の経費の支出について（９月分）
14,219

健康局 生活衛生課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 令和２年度　と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の経費の支出について（９月分）
4,070

健康局 生活衛生課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 令和２年度　と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の経費の支出について（９月分）
7,009

健康局 生活衛生課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 令和２年度　と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の経費の支出について（９月分）
11,223

健康局 生活衛生課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 令和２年度　と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の経費の支出について（９月分）
62,675

健康局 生活衛生課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防等事業用　令和２年度動物管理センター脱臭装置活性炭入替業務委託にかかる経費の支出について
637,868

健康局 生活衛生課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
20,500

健康局 生活衛生課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　会費 そ族昆虫防除事業用　第３４回ペストロジー実習講座（9/30～10/2）にかかる会費（受講料）の支出について
66,000

健康局 こころの健康センター 令和02年10月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 令和２年度ピアサポーター養成講座に係る講師謝礼の支出について（令和2年9月23日開催分）
9,220

健康局 こころの健康センター 令和02年10月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 令和２年度精神保健福祉従事職員研修（全体研修）に係る講師謝礼金の支出について（9月9日実施分）
19,480

健康局 こころの健康センター 令和02年10月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 令和２年度ピアサポーター養成講座に係る講師謝礼の支出について（令和2年9月8日開催分）
15,600

健康局 こころの健康センター 令和02年10月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 令和２年度飲酒と健康を考える会にかかる講師謝礼金の支出について（9月18日開催分）
8,860

健康局 こころの健康センター 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神保健指定医の診察に係る報酬及び旅費の支出について（令和２年８月分）
394,290

健康局 こころの健康センター 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（９月分）の支出について
214,500

健康局 こころの健康センター 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神保健指定医の診察に係る報酬及び旅費の支出について（令和２年８月分）
9,950

健康局 こころの健康センター 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（９月分）の支出について
8,200

健康局 こころの健康センター 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用精神障がい者保健福祉手帳用紙の印刷に係る経費の支出について
72,336

健康局 こころの健康センター 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 こころの健康センター管理運営用精神保健福祉関係例規集追録（254-255号）の買入にかかる経費の支出について
16,300

健康局 こころの健康センター 令和02年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 令和２年度ピアサポーター養成講座に係る講師謝礼の支出について（令和2年9月28日開催分）
15,600

健康局 こころの健康センター 令和02年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 令和２年度精神科一次救急医療体制整備事業委託にかかる経費の支出について（８・９月分）
4,591,814

健康局 こころの健康センター 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用　電話使用料の支出について（９月分）
4,618

健康局 こころの健康センター 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療審査会委員報酬の支出について（実地面接・令和2年9月11日実施分）
33,000

健康局 こころの健康センター 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療審査会委員報酬の支出について（合議体・令和２年９月18日実施分）
66,000

健康局 こころの健康センター 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 令和２年度精神保健福祉従事職員研修（基礎研修）に係る講師謝礼金の支出について（9月29日実施分）
10,000

健康局 こころの健康センター 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 令和２年度精神保健福祉従事職員研修（基礎研修）に係る講師謝礼金の支出について（9月29日実施分）
11,200

健康局 こころの健康センター 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 令和２年度精神保健福祉従事職員研修（業務検討会）に係る講師謝礼金の支出について（9月30日実施分）
21,660

健康局 こころの健康センター 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 令和２年度精神保健福祉従事職員研修（基礎研修）に係る講師謝礼金の支出について（9月29日実施分）
4,660

健康局 こころの健康センター 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療審査会委員報酬の支出について（合議体・令和２年９月18日実施分）
2,680

健康局 こころの健康センター 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療審査会委員報酬の支出について（実地面接・令和2年9月11日実施分）
940

健康局 こころの健康センター 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　厚生福祉（令和２年４月～令和３年３月）の買入にかかる経費の支出について（第２回分納）
13,530

健康局 こころの健康センター 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　印刷製本費 「薬物依存症対策ちらし　外２点」の印刷にかかる経費の支出について
67,320

健康局 こころの健康センター 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 措置入院事業用（9月審査分・国保）入院費の支出について
1,721,612

健康局 こころの健康センター 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保・10月審査分（概算））
122,641,422

健康局 こころの健康センター 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保（後期高齢）・10月審査分（概算））
4,760,000

健康局 こころの健康センター 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保（後期高齢）・９月審査分（追給））
896,473

健康局 こころの健康センター 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 措置入院事業用（9月審査分・後期高齢）入院費の支出について
246,130

健康局 こころの健康センター 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 精神科一次救急医療体制整備事業用等「セレネース錠0.75㎎外１１点」の買入に係る経費の支出について
52,620

健康局 こころの健康センター 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 令和２年度精神保健搬送車運行等業務委託経費の支出について（９月分）
1,100,000

健康局 こころの健康センター 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル清掃業務委託料の支出について（令和２年９月分）
33,330

健康局 こころの健康センター 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（9月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
1,786

健康局 こころの健康センター 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（9月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
3,017,118

健康局 こころの健康センター 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（９月分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
595

健康局 こころの健康センター 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（9月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
4,234

健康局 こころの健康センター 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（9月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
4,044,350



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報
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健康局 こころの健康センター 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神障がい者地域生活移行推進業務委託の支出について（８月分）
27,382

健康局 こころの健康センター 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（9月審査分・後期高齢）支払事務委託料の支出について
143,914

健康局 こころの健康センター 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（９月分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
134,596

健康局 こころの健康センター 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（９月審査分・後期高齢）支払事務委託料の支出について
282

健康局 こころの健康センター 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 精神障がい者措置入院費の支出について（社保・10月審査分（概算））
21,169,000

健康局 こころの健康センター 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（社保・10月審査分（概算））
860,031,000

健康局 こころの健康センター 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 令和２年度精神保健福祉従事職員研修（基礎研修）に係る講師謝礼金の支出について（9月29日実施分）
8,860

健康局 こころの健康センター 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（９月審査分・介護）支払事務委託料の支出について
2,280

健康局 こころの健康センター 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療（精神通院）（９月審査分・介護）医療費の支出について
70,885

健康局 こころの健康センター 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 令和２年度依存症市民講座に係る講師謝礼金の支出について（ギャンブル等９月24日開催分）
18,860

健康局 こころの健康センター 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（令和２年８月分）
310

健康局 こころの健康センター 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（令和２年８月分）
5,200

健康局 こころの健康センター 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（令和２年８月分）
6,580

健康局 こころの健康センター 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（令和２年８月分）
1,140

健康局 こころの健康センター 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（令和２年８月分）
1,100

健康局 こころの健康センター 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（令和２年８月分）
15,230

健康局 こころの健康センター 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（令和２年８月分）
1,560

健康局 こころの健康センター 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（令和２年８月分）
960

健康局 こころの健康センター 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　建物修繕料 こころの健康センター管理運営用　自動ドア修繕にかかる経費の支出について
539,000

健康局 こころの健康センター 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 令和2年度総合福祉システム（福祉五法）出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（9月分）
324,685

健康局 こころの健康センター 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 こころの健康センター管理運営用　庁内情報ネットワークにかかる回線等使用料の支出について（令和２年９月分）
4,895

健康局 こころの健康センター 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 こころの健康センター管理運営用コピー代金及び関連消耗品代の支出について（令和２年９月分）
25,289

健康局 こころの健康センター 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用蛍光マーカー外５９点の買入及び経費の支出について
534,600

健康局 こころの健康センター 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 令和２年度依存症市民講座に係る講師謝礼金の支出について（アルコール10月16日開催分）
17,600

健康局 こころの健康センター 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 令和２年度依存症者の家族教室に係る講師謝礼金の支出について（令和2年9月23日開催分）
12,860

健康局 こころの健康センター 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 令和２年度依存症市民講座に係る講師謝礼金の支出について（薬物10月５日開催分）
16,820

健康局 こころの健康センター 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 ギャンブル等依存症当事者支援プログラム事業に係る講師謝礼金の支出について（令和2年10月12日開催分）
8,860

健康局 こころの健康センター 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（令和２年９月分）
151,779

健康局 こころの健康センター 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 都島センタービル（共有部分）にかかるガス及び電話料金の支出について（第２四半期分）
219

健康局 こころの健康センター 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（令和２年９月分）
23,173

健康局 こころの健康センター 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 都島センタービル（共有部分）にかかるガス及び電話料金の支出について（第２四半期分）
704

健康局 こころの健康センター 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
252

健康局 こころの健康センター 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
1,260

健康局 こころの健康センター 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
5,948

健康局 こころの健康センター 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
300

健康局 こころの健康センター 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
2,689

健康局 こころの健康センター 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健指定医の診察に係るタクシー代の支出について（立替払）
3,400

健康局 こころの健康センター 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
23,429

健康局 こころの健康センター 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
347,038

健康局 こころの健康センター 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
6,240

健康局 こころの健康センター 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
12,252

健康局 こころの健康センター 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
5,984

健康局 こころの健康センター 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院医療）受給者別一覧表電子媒体提供料の支出について（国保・９月審査分）
3,055

健康局 こころの健康センター 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市都島センタービルの建物・設備の管理及び保守並びに保安・警備に関する業務委託料の支出について（令和２年９月分）
229,020

健康局 こころの健康センター 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 被害者や被災者の中長期の回復を支えるこころのケア研修に係る受講料の支出について
3,600

健康局 保健所管理課 令和02年10月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業用　訪問看護費委託料の支出について（令和２年８月分）
10,000

健康局 保健所管理課 令和02年10月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業用　訪問看護費委託料の支出について（令和２年８月分）
177,450
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健康局 保健所管理課 令和02年10月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業用　訪問看護費委託料の支出について（令和２年８月分）
84,500

健康局 保健所管理課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業用　訪問看護費委託料の支出について（令和２年８月分）
64,750

健康局 保健所管理課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業用　訪問看護費委託料の支出について（令和２年８月分）
155,950

健康局 保健所管理課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業用　訪問看護費委託料の支出について（令和２年８月分）
12,500

健康局 保健所管理課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業用　訪問看護費委託料の支出について（令和２年８月分）
20,000

健康局 保健所管理課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業用　訪問看護費委託料の支出について（令和２年８月分）
177,450

健康局 保健所管理課 令和02年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 新型コロナ受診相談センターに係る電話料金の支出について（８月分）
269,483

健康局 保健所管理課 令和02年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 備品購入費　機械器具費 新型コロナウイルスPCR検査受検調整等のデータ入力用庁内端末（ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ）の買入経費の支出について
1,980,000

健康局 保健所管理課 令和02年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 管理課健康栄養事業用市内出張交通費の支出について（令和２年８月分）
12,392

健康局 保健所管理課 令和02年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 管理課健康栄養事業用市内出張交通費の支出について（令和２年８月分）
460

健康局 保健所管理課 令和02年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 特定医療費（指定難病）事業用光ネクストファミリーハイスピード回線料金の支出について（令和2年8月分）
4,521

健康局 保健所管理課 令和02年10月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 特定医療費（指定難病）事業等用「特定医療費（指定難病）受給者証外10件 印刷」にかかる経費の支出について
299,673

健康局 保健所管理課 令和02年10月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　印刷製本費 特定医療費（指定難病）事業等用「特定医療費（指定難病）受給者証外10件 印刷」にかかる経費の支出について
237,490

健康局 保健所管理課 令和02年10月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 地域保健職員研修用　第95回日本結核・非結核性抗酸菌症学会総会・学術集会への参加経費の支出について
15,000

健康局 保健所管理課 令和02年10月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 特定医療費（指定難病）償還払い（９月支払分）の口座不能による再支出について
50,940

健康局 保健所管理課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　放射線技術検査所　市内出張交通費の支出について（７月分）
104,207

健康局 保健所管理課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　船車修繕料 保健所一般業務用公用車「なにわ502つ3355」(ニッサン　セレナ）自動車定期点検整備（法定12か月点検）にかかる経費の支出について
19,030

健康局 保健所管理課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 新型コロナウイルス感染症PCR検査連絡調整にかかる携帯電話の短期借入経費（追加分）の支出について
295,350

健康局 保健所管理課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 令和2年度小児慢性特定疾病児等療養相談会の実施にかかる講師謝礼金の支出について（９月11日開催分）
14,840

健康局 保健所管理課 令和02年10月12日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用管理医師市内出張交通費の支出について（6月分）
45,875

健康局 保健所管理課 令和02年10月12日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 保健所管理運営用　揮発油レギュラー注油券料金の支出について（８月分）
40,237

健康局 保健所管理課 令和02年10月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（209号）
43,360

健康局 保健所管理課 令和02年10月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 令和２年度公害健康被害補償システム（医療費支払）パンチデータ作成業務委託契約について（９月分）
97,693

健康局 保健所管理課 令和02年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用障害補償費の支出について（１０月支払分）
552,914,440

健康局 保健所管理課 令和02年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償費の支出について（１０月支払分）
63,662,746

健康局 保健所管理課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 保健所管理運営用　放射線技術検査所・浪速図書館機械警備業務委託料（9月分）の支出について
9,900

健康局 保健所管理課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 保健所管理運営用　電話交換機長期借入の同経費の支出について（令和２年９月分）
47,960

健康局 保健所管理課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 地域保健職員研修用　第52回日本小児感染症学会総会･学術集会にかかる参加費の支出について
10,000

健康局 保健所管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 新型コロナウイルス感染症関連業務体制強化にかかる携帯電話の短期借入（契約延長）に係る経費の支出について(９月分）
211,200

健康局 保健所管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 特定医療費（指定難病）事業用医療費の支出について（令和2年9月診療分・後期）（10月審査分・概算払い）
36,953,929

健康局 保健所管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 特定医療費（指定難病）事業用医療費の支出について（令和2年9月診療分・国保）（10月審査分・概算払い）
74,352,281

健康局 保健所管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（国保　令和2年9月分）（8月診療分確定払い）
1,377,970

健康局 保健所管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（国保　令和2年9月分）（8月診療分　確定払い）
252,103

健康局 保健所管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費の支出について（令和2年8月診療分　国保連）（9月審査分　概算払い）
8,995,184

健康局 保健所管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（大阪市公害健康被害補償事業用９月分）の支出について
1,768

健康局 保健所管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（大阪市公害健康被害補償事業用９月分）の支出について
7,560

健康局 保健所管理課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　令和２年度読売新聞買入経費の支出について（保健所）７月分～９月分
13,200

健康局 保健所管理課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所８月分）
70,758

健康局 保健所管理課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所８月分）
1,000

健康局 保健所管理課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所８月分）
2,986

健康局 保健所管理課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市保健所　南東部生活衛生監視事務所地の借入及び同所要経費の支出について（11月分）
691,416

健康局 保健所管理課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 負担金、補助及交付金　分担金 保健所庁舎管理用　船場センタービル管理費の支出について（保健衛生検査所令和２年度１０月分）
467,709

健康局 保健所管理課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 負担金、補助及交付金　分担金 保健所庁舎管理用　船場センタービル修繕積立金の支出について（保健衛生検査所　令和２年度１０月分）
88,246

健康局 保健所管理課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所８月分）
5,130

健康局 保健所管理課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 負担金、補助及交付金　分担金 保健所庁舎管理用　船場センタービル修繕積立金の支出について（保健衛生検査所　令和２年度１０月分）
15,223

健康局 保健所管理課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 負担金、補助及交付金　分担金 保健所庁舎管理用　船場センタービル管理費の支出について（保健衛生検査所令和２年度１０月分）
80,679

健康局 保健所管理課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　令和２年度毎日新聞買入経費の支出について（保健所）７月～９月分
12,111
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健康局 保健所管理課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　不動産賃借料 保健所庁舎管理用　不動産賃借料（1101-2号室）の支出について（令和２年度１１月分）
327,308

健康局 保健所管理課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　不動産賃借料 保健所庁舎管理用　不動産賃借料（1002、1101-1、1204、1205号室）の支出について（令和２年度１１月分）
4,641,402

健康局 保健所管理課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 令和２年度食生活習慣改善指導業務委託（概算契約）（その２）に係る委託料の支出について（９月分）
316,069

健康局 保健所管理課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費審査支払委託料の支出について（令和2年9月審査分・社保）
154,010

健康局 保健所管理課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 公費負担医療に係るレセプト電子データ提供業務委託料の支出について（小児慢性ほか３医療）（令和2年9月作成分）
201

健康局 保健所管理課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 公費負担医療に係るレセプト電子データ提供業務委託料の支出について（小児慢性ほか３医療）（令和2年9月作成分）
18,684

健康局 保健所管理課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 特定医療費（指定難病）事業用医療費審査支払委託料の支出について（令和2年9月審査分　国保連）
621,434

健康局 保健所管理課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 特定医療費（指定難病）事業用医療費審査支払委託料の支出について（令和2年9月審査分・社保）
578,456

健康局 保健所管理課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 公費負担医療に係るレセプト電子データ提供業務委託料の支出について（小児慢性ほか３医療）（令和2年9月作成分）
4,921

健康局 保健所管理課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費支払審査委託料の支出について（国保　令和2年9月審査分）
940

健康局 保健所管理課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（国保　令和2年9月審査分）
1,128

健康局 保健所管理課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 公費負担医療に係るレセプト電子データ提供業務委託料の支出について（小児慢性ほか３医療）（令和2年9月作成分）
135

健康局 保健所管理課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 特定医療費（指定難病）事業用医療費審査支払委託料の支出について（令和2年9月審査分　国保連後期高齢）
392,732

健康局 保健所管理課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（令和2年9月審査分・社保）
7,538

健康局 保健所管理課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（令和2年9月審査分・社保）
4,451

健康局 保健所管理課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費審査支払委託料の支出について（令和2年9月審査分　国保連）
51,700

健康局 保健所管理課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（令和2年10月分・社保）（9月診療分・概算払い）
12,202,000

健康局 保健所管理課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費の支出について（令和2年10月分・社保）（9月診療分・概算払い）
64,372,000

健康局 保健所管理課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 特定医療費（指定難病）事業用医療費の支出について（令和２年10月審査分・社保）（9月診療分・概算払い）
375,726,000

健康局 保健所管理課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（令和2年10月分・社保）（9月診療分・概算払い）
101,000

健康局 保健所管理課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 公害健康被害補償事業用公害文書料・医学的検査料の支出について（医師会医療機関・非医師会医療機関８月分）
4,364,861

健康局 保健所管理課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　令和２年度産経新聞買入経費の支出について（保健所）７月分～９月分
12,111

健康局 保健所管理課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 備品購入費　機械器具費 新型コロナウイルス感染症対策　本市職員増加に伴う庁内端末（ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ）の買入経費の支出について
1,980,000

健康局 保健所管理課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会　委員報酬の支出について（令和2年9月分）
390,000

健康局 保健所管理課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会　委員報酬の支出について（令和2年9月分）
8,560

健康局 保健所管理課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 令和２年度　公害診療報酬請求書等作成に係る封入封緘等処理業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（９月分）
121,152

健康局 保健所管理課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 令和２年度公害診療報酬請求書等作成に係る作表等処理業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（９月分）
82,676

健康局 保健所管理課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 特定医療費（指定難病）事業用医療費審査支払委託料の支出について（令和2年9月審査分・国保連介護）
159,980

健康局 保健所管理課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 特定医療費（指定難病）事業用医療費の支出について（国保 介護　令和2年9月審査分）（8月給付分　確定払い）
3,981,093

健康局 保健所管理課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査委員会　委員報酬の支出について（令和2年9月分）
136,500

健康局 保健所管理課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査委員会　委員報酬の支出について（令和2年9月分）
5,120

健康局 保健所管理課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 新型コロナウイルス感染症PCR検査連絡調整にかかる携帯電話の短期借入経費の支出について
589,600

健康局 保健所管理課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 指定難病審査会委員報酬の支出について（令和2年9月分）
175,500

健康局 保健所管理課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 令和2年度　先天性代謝異常等検査業務にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
1,668,128

健康局 保健所管理課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 令和２年度　呼吸器講演会事業に係る報償金の支出について（令和２年９月２５日　こころの健康センター開催分）
30,720

健康局 保健所管理課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　筆耕翻訳料 公害健康被害の補償等に関する法律関係通知等にかかる翻訳業務にかかる経費の支出について（９月分）
25,422

健康局 保健所管理課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　損害保険料 令和２年度　親と子の健康回復教室事業用保険契約に係る経費の支出について
11,939

健康局 保健所管理課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 令和２年度公害健康被害補償システム保守業務委託経費の支出について（令和２年７月～令和２年９月分）
412,500

健康局 保健所管理課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 公害健康被害補償事業用公害文書料・医学的検査料の口座不能の再支出について（医師会医療機関・非医師会医療機関４月分）
7,749

健康局 保健所管理課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　電気料金（あべのメディックス　９月分）の支出について
286,172

健康局 保健所管理課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　９月分）の支出について
4,895

健康局 保健所管理課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 大阪市保健所南東部生活衛生監視事務所移転用　物品等運搬業務経費の支出について
484,000

健康局 保健所管理課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 負担金、補助及交付金　分担金 保健所庁舎管理用　保健所管理費及び修繕積立金の支出について（１１月分）
1,713,741

健康局 保健所管理課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 新型コロナウィルス疫学調査に係るＥＴＣ利用による高速道路通行料の支出について（令和２年８月分）
2,660

健康局 保健所管理課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 備品購入費　機械器具費 新型コロナウイルス感染症関連業務体制強化にかかる複合機買入経費の支出について
108,702

健康局 保健所管理課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　９月分）の支出について
4,895

健康局 保健所管理課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 地域保健職員研修用　第67回日本小児保健協会学術集会参加にかかる参加費の支出について
10,000
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健康局 保健所管理課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 特定医療費（指定難病）の償還払にかかる支出について（令和2年10月支払分）
5,142,829

健康局 保健所管理課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（211号）
96,250

健康局 保健所管理課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用管理医師市内出張交通費の支出について（7月分）
41,010

健康局 保健所管理課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　コピー代（保健衛生検査所及び放射線技術検査所　9月分）の支出について
34,653

健康局 保健所管理課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　電気料金（大阪市街地開発　９月分）の支出について
329,835

健康局 保健所管理課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 新型コロナウイルス感染症関連業務体制強化にかかるタブレット使用にかかる通信料の支出について（８月分）
66,000

健康局 保健所管理課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 令和２年度地域リーダー養成（健康講座保健栄養コース）用講師報償金（９月分）の支出について
306,820

健康局 保健所管理課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　令和２年度朝日新聞買入経費の支出について（保健所）７月分～９月分
12,111

健康局 保健所管理課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰戻金の支出について（保健所管理課管理グループ）９月使用分
2,750

健康局 保健所管理課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 公害健康被害補償システム用サーバ等機器及びソフトウェア借入（長期契約）にかかる経費の支出について（令和2年9月分）
50,068

健康局 保健所管理課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　コピー代（保健所　９月分）の支出について
257,163

健康局 保健所管理課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 大阪市保健所　南東部生活衛生監視事務所開設に伴う情報通信設備改修整備業務委託にかかる実施及び経費の支出について
880,000

健康局 保健所管理課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 新型コロナウイルス感染症関連業務の体制強化にかかる携帯電話の短期借入（再延長）に係るSMS使用料及び国際電話使用料の支出について（８月分）
1,894

健康局 保健所管理課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　コピー代（保健所　９月分）の支出について
14,809

健康局 保健所管理課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について（１０月支払分）
25,700

健康局 保健所管理課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用葬祭料の支出について（１０月支払分）
1,014,500

健康局 保健所管理課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償一時金の支出について（１０月支払分）
4,382,100

健康局 保健所管理課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について（１０月支払分）
484,840

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　放射線技術検査所　市内出張交通費の支出について（８月分）
83,539

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用等　ボールペン外６２点買入に係る経費の支出について
41,338

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（保健所管理課管理グループ）9月使用分
500

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 新型コロナウイルス感染症対策にかかるリアルタイム濁度測定装置　ほか７点の買入にかかる経費の支出について
134,035

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用等　ボールペン外６２点買入に係る経費の支出について
183,326

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 新型コロナウイルス感染症PCR検査連絡調整にかかる携帯電話の短期借入経費の支出について（8月16日～9月15日借入分）
184,250

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 備品購入費　機械器具費 新型コロナウイルス感染症対策にかかるリアルタイム濁度測定装置　ほか７点の買入にかかる経費の支出について
10,520,400

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（健康局）一式の長期借入（再リース）に係る賃借料の支出について（令和2年9月分）
1,733

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和2年9月分）
4,560

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和2年9月分）
3,780

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和2年9月分）
44,430

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和2年9月分）
468

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和2年9月分）
113,675

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和2年9月分）
140

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和2年9月分）
1,428

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和2年9月分）
342,963

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和2年9月分）
777

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和2年9月分）
618

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和2年9月分）
13,286

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業用　訪問看護費委託料の支出について（令和２年９月分）
43,800

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業用　訪問看護費委託料の支出について（令和２年９月分）
56,300

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写電子媒体の作成業務委託料の支出について（令和2年10月作成分）
3,055

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業用　訪問看護費委託料の支出について（令和２年９月分）
67,600

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 特定医療費（指定難病）事業用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写電子媒体の作成業務委託料の支出について（令和2年10月作成分）
3,055

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（健康局）一式の長期借入（再リース）に係る賃借料の支出について（令和2年9月分）
1,732

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 特定医療費(指定難病）用医療費公費負担システム用端末機外1点長期借入経費の支出について（令和2年9月分）
39,600

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（健康局）一式の長期借入（再リース）に係る賃借料の支出について（令和2年9月分）
3,465

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用等　ボールペン外６２点買入に係る経費の支出について
28,292

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和2年9月分）
152,038
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健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和2年9月分）
464,334

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害健康被害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（９月分）
249,238

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害健康被害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（９月分）
16,728

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の着払後納郵便料金の支出について（９月分）
8,920

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 インフルエンザ予防接種自己負担費用助成事業に係る封入封緘等業務委託の実施にかかる経費の支出について（概算契約）
137,129

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（１０月支払決定分）
193,272,848

健康局 保健所管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養手当の支出について（１０月支払分）
63,929,100

健康局 保健医療対策課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健衛生情報調査研究事業用　市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
974

健康局 保健医療対策課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健管理システム及び衛生管理システム端末機等の長期借入にかかる経費の支出について(令和２年９月分)
880,000

健康局 保健医療対策課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健管理システム及び衛生管理システムサーバ機器等の長期借入にかかる経費の支出について(令和２年９月分)
150,205

健康局 保健医療対策課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム端末機等（民泊用）の長期借入にかかる経費の支出について(令和２年９月分)
38,610

健康局 保健医療対策課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 厚生統計調査用市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
414

健康局 保健医療対策課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療指導事業用市内出張交通費の支出について（令和２年７月分）
44,862

健康局 保健医療対策課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可事業用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
140

健康局 保健医療対策課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可事業用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
674

健康局 保健医療対策課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可事業用後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
1,620

健康局 保健医療対策課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 第95回日本結核・非結核性抗酸菌症学会学術講演会への出席にかかる参加費の支出について
13,000

健康局 保健医療対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 厚生統計調査用料金後納郵便料金の支出について(令和２年９月分)
844,444

健康局 保健医療対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 厚生統計調査用料金後納郵便料金の支出について(令和２年９月分)
24,651

健康局 感染症対策課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（４月分）
8,320

健康局 感染症対策課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（４月分）
20,972

健康局 感染症対策課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（４月分）
9,658

健康局 感染症対策課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（４月分）
2,700

健康局 感染症対策課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（No.460）
19,173

健康局 感染症対策課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（No.400）
13,695

健康局 感染症対策課 令和02年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種法に基づく風しん第５期の定期接種事業における風しん単味ワクチン接種費用の支出について（個別請求分（３））
6,519

健康局 感染症対策課 令和02年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種法に基づく風しん第５期の定期接種事業における風しん単味ワクチン接種費用の支出について（個別請求分（１））
6,519

健康局 感染症対策課 令和02年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種法に基づく風しん第５期の定期接種事業における風しん単味ワクチン接種費用の支出について（個別請求分（２））
6,519

健康局 感染症対策課 令和02年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 感染症予防事業用　クリアホルダーほか４２点買入にかかる経費の支出について
87,993

健康局 感染症対策課 令和02年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　船車修繕料 結核事業用検診車　なにわ８００す５１９１　自動車定期点検整備（法定１２か月点検）にかかる修繕料の支出について
19,800

健康局 感染症対策課 令和02年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　船車修繕料 感染症事業用移送車　なにわ800さ6910自動車定期点検整備（法定12か月点検）にかかる修繕料の支出について
14,300

健康局 感染症対策課 令和02年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 新型コロナウイルス感染症対策用　消毒用エタノール買入経費の支出について
990,000

健康局 感染症対策課 令和02年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（No.1099）
7,304

健康局 感染症対策課 令和02年10月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土・日曜日HIV等検査業務委託料の支出について（８月分）
59,202

健康局 感染症対策課 令和02年10月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土・日曜日HIV等検査業務委託料の支出について（８月分）
59,986

健康局 感染症対策課 令和02年10月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 新型コロナ受診相談センター医療相談等従事者派遣にかかる委託料の支出について（追加・８月分）
4,917,000

健康局 感染症対策課 令和02年10月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 新型コロナ受診相談センター医療相談等従事者派遣にかかる委託料の支出について（８月分）
10,316,006

健康局 感染症対策課 令和02年10月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土・日曜日HIV等検査業務委託料の支出について（８月分）
1,214,020

健康局 感染症対策課 令和02年10月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　消耗品費 予防接種個人番号通知用封筒買入経費の支出について
105,336

健康局 感染症対策課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 大阪市結核解析評価検討会にかかる委員報償金の支出について（９月分）
40,780

健康局 感染症対策課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支払いについて（８月分）
37,103

健康局 感染症対策課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（No.８７変更）
22,304

健康局 感染症対策課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（No.１６変更）
9,184

健康局 感染症対策課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料の再支出について（７月分）
6,478

健康局 感染症対策課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 大阪市造血細胞移植後の任意予防接種費用（償還払い分）の支出について（令和２年９月15日申請分）
12,116

健康局 感染症対策課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 医師学会用　第９５回日本結核・非結核性抗酸菌症学会総会・学術講演会への出席に係る会費の支出について
13,000

健康局 感染症対策課 令和02年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 結核予防接種にかかる感染防止対策用「消毒用エタノール液」買入にかかる経費の支出について
156,750
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健康局 感染症対策課 令和02年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（No.601）
17,347

健康局 感染症対策課 令和02年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（訪問型）事業業務にかかる委託料の支出について（８月分）
532,014

健康局 感染症対策課 令和02年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（No.３７変更）
2,788

健康局 感染症対策課 令和02年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 令和2年度 BCG接種にかかるパンチデータ作成等業務委託料の支出について（９月分）
30,668

健康局 感染症対策課 令和02年10月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 感染症事業用公用車燃料費の支払いについて（８月分）
108,090

健康局 感染症対策課 令和02年10月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 結核予防接種にかかる感染防止対策用「非接触型体温計」買入にかかる経費の支出について
288,750

健康局 感染症対策課 令和02年10月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 新型コロナウイルス感染症対策用　パルスオキシメーター外１点　買入及び同経費の支出について
199,100

健康局 感染症対策課 令和02年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（No.４９）
1,722

健康局 感染症対策課 令和02年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 大阪市造血細胞移植後の任意予防接種費用（償還払い分）の支出について（令和２年９月29日申請分）
29,150

健康局 感染症対策課 令和02年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 令和２年度原子爆弾被爆者健康診断血液検査業務委託の実施にかかる経費の支出について（第１回）
64,042

健康局 感染症対策課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（５月分）
22,122

健康局 感染症対策課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（５月分）
3,700

健康局 感染症対策課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（５月分）
15,034

健康局 感染症対策課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（５月分）
7,930

健康局 感染症対策課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　船車修繕料 感染症事業用移送車　なにわ800さ6910自動車定期点検整備（法定12か月点検）追加整備にかかる経費の支出について
6,655

健康局 感染症対策課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 新型コロナ受診相談センター電話相談等従事者派遣にかかる委託料の支出について（その４・８月分）
13,346,058

健康局 感染症対策課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（No.４変更）
14,268

健康局 感染症対策課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 令和２年度予防接種台帳管理システム保守業務委託料の支出について（９月分）
177,100

健康局 感染症対策課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 医師学会用　第５２回日本小児感染症学会総会・学術集会への出席に係る会費の支出について
420

健康局 感染症対策課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 医師学会用　第５２回日本小児感染症学会総会・学術集会への出席に係る会費の支出について
10,000

健康局 感染症対策課 令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 医師学会用　第７４回日本臨床眼科学会への出席に係る会費の支出について
18,000

健康局 感染症対策課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（令和２年９月分）
214,500

健康局 感染症対策課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（令和２年９月分）
6,360

健康局 感染症対策課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（大阪市保健所感染症対策課感染症グループ）9月分
3,854

健康局 感染症対策課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 令和２年度肝炎ウイルス検査個人票パンチデータ作成業務委託料の支出について（９月分）
28,981

健康局 感染症対策課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の再支出について（６月組戻分）
5,588

健康局 感染症対策課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 令和２年度　風しん対策事業にかかるデータ作成（データパンチ及び加工）業務委託料の支出について（９月分）
67,221

健康局 感染症対策課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 令和２年度　風しん対策事業にかかるデータ作成（データパンチ及び加工）業務委託料の支出について（９月分）
15,543

健康局 感染症対策課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症診査協議会用放射線画像管理機器長期借入にかかる使用料の支出について（９月分）
41,040

健康局 感染症対策課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核菌インターフェロンγ測定（クォンティフェロン）機器一式借入経費の支出について（９月分）
47,300

健康局 感染症対策課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 新型コロナウイルス感染症休日夜間対応携帯電話の短期借入（令和２年６月からの延長）に係る経費の支出について（９月分）
115,500

健康局 感染症対策課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（10月概算分）後期高齢
1,909,498

健康局 感染症対策課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（10月概算分）後期高齢
109,439

健康局 感染症対策課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（10月概算分）国保一般
2,342,257

健康局 感染症対策課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（10月概算分）国保一般
421,256

健康局 感染症対策課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 感染症患者入院医療費公費負担及びPCR検査保険適用経費の支出について（後期高齢・８月診療・９月審査分）
658,605

健康局 感染症対策課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 感染症患者入院医療費公費負担及びPCR検査保険適用経費の支出について（国保一般・８月診療・９月審査分）
4,376,245

健康局 感染症対策課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　其他扶助金 感染症患者入院医療費公費負担及びPCR検査保険適用経費の支出について（国保一般・８月診療・９月審査分）
9,872,436

健康局 感染症対策課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　其他扶助金 感染症患者入院医療費公費負担及びPCR検査保険適用経費の支出について（後期高齢・８月診療・９月審査分）
5,401,688

健康局 感染症対策課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　医薬材料費 結核予防事業予防接種用ＢＣＧワクチンの買入にかかる経費の支出について（９月分）
6,000,005

健康局 感染症対策課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 風しんワクチン接種費用助成事業用　風しんワクチン接種費用（償還払い分）の支出について（令和２年９月30日口座振替不能分）
10,011

健康局 感染症対策課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 令和２年度ＭＳＭ向け受検勧奨にかかる広報業務委託料の支出について（第４回）
75,000

健康局 感染症対策課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 令和２年度エックス線画像処理装置等搬送業務委託料の支出について（９月分）
276,980

健康局 感染症対策課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用サーバ機器一式長期借入経費の支出について（令和２年９月分）
47,630

健康局 感染症対策課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用端末機器賃借にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
86,240

健康局 感染症対策課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　船車賃借料 新型コロナウイルス陽性患者搬送車両の修繕期間中における代替車両の借入経費の支出について
114,000

健康局 感染症対策課 令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（No.３）
48,872
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健康局 感染症対策課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症患者に対するPCR検査保険適用に係る審査支払事務委託料の支出について（支払基金・９月審査分）
467,897

健康局 感染症対策課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（９月分）後期高齢
15,322

健康局 感染症対策課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（９月分）
2,855

健康局 感染症対策課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症患者入院医療費及びPCR検査保険適用に係る審査支払事務委託料の支出について（国保一般・９月審査分）
219,396

健康局 感染症対策課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（９月分）
23,939

健康局 感染症対策課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症患者入院医療費審査支払事務委託料の支出について（支払基金・９月審査分）
1,932

健康局 感染症対策課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症患者入院医療費及びPCR検査保険適用に係る審査支払事務委託料の支出について（後期高齢・９月審査分）
276,266

健康局 感染症対策課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（９月分）国保一般
2,350

健康局 感染症対策課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症患者入院医療費及びPCR検査保険適用に係る審査支払事務委託料の支出について（国保一般・９月審査分）
2,585

健康局 感染症対策課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症患者入院医療費及びPCR検査保険適用に係る審査支払事務委託料の支出について（後期高齢・９月審査分）
611

健康局 感染症対策課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（９月分）後期高齢
2,632

健康局 感染症対策課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（９月分）国保一般
15,416

健康局 感染症対策課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（10月概算分）
8,481,057

健康局 感染症対策課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 感染症患者入院医療費公費負担経費の支出について（支払基金・８月診療・９月審査分）
6,433,441

健康局 感染症対策課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（10月概算分）
17,963,110

健康局 感染症対策課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（９月追給分）
2,475,833

健康局 感染症対策課 令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　其他扶助金 感染症患者に対するPCR検査保険適用経費の支出について（支払基金・８月診療・９月審査分）
40,229,826

健康局 感染症対策課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会参画医師への報償金の支出について（１回目）
8,480

健康局 感染症対策課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 定期健康診断事業用、及び接触者健診事業用「ＣＤ－Ｒ外６点」買入にかかる経費の支出について
65,175

健康局 感染症対策課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 感染症対策事業用等　スティックのり外５１点の買入にかかる経費の支出について
71,330

健康局 感染症対策課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 感染症対策事業用等　スティックのり外５１点の買入にかかる経費の支出について
36,032

健康局 感染症対策課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 定期健康診断事業用、及び接触者健診事業用「ＣＤ－Ｒ外６点」買入にかかる経費の支出について
44,990

健康局 感染症対策課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 感染症対策事業用等　スティックのり外５１点の買入にかかる経費の支出について
56,150

健康局 感染症対策課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核検診車（ひまわり26号）搭載エックス線デジタル装置保守点検業務委託料の支出について（7月～9月分）
203,500

健康局 感染症対策課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　消耗品費 感染症対策事業用等　スティックのり外５１点の買入にかかる経費の支出について
9,411

健康局 感染症対策課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　消耗品費 感染症対策事業用等　スティックのり外５１点の買入にかかる経費の支出について
86,900

健康局 感染症対策課 令和02年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 感染症対策事業用等　スティックのり外５１点の買入にかかる経費の支出について
10,447

健康局 感染症対策課 令和02年10月21日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和元年度結核医療費国庫負担（補助）金返還金の支出について
43,372,829

健康局 感染症対策課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 新型コロナ受診相談センター電話相談等従事者派遣にかかる委託料の支出について（その５）（８月分）
17,902,990

健康局 感染症対策課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 全国集合契約に基づく風しん抗体検査・定期接種実施委託料の支払について（８月実施分）
13,430,840

健康局 感染症対策課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核接触者健診事業用　管外出張用ＥＴＣ高速道路使用料の支出について（８月分）
2,820

健康局 感染症対策課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 全国集合契約に基づく風しん抗体検査・定期接種実施委託料の支払について（８月実施分）
4,510,704

健康局 感染症対策課 令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 令和２年度予防接種事業にかかるパンチデータ作成等業務委託料の支出について（９月分）
1,202,553

健康局 感染症対策課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 感染症予防事業用　新型コロナウイルス感染症にかかる非透過性納体袋 買入（その３）にかかる経費の支出について
184,800

健康局 感染症対策課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 感染症予防事業用　新型コロナウイルス感染症にかかる滅菌スクリュー喀痰処理器買入経費の支出について
317,900

健康局 感染症対策課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 令和２年度結核菌検査（喀痰検査）業務にかかる委託料の支出について（９月分）
7,480

健康局 感染症対策課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 令和２年度先天性風しん症候群予防のための風しん抗体検査事業にかかる検査委託料の支出について（８月分）
5,011,226

健康局 感染症対策課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 令和２年度肝炎ウイルス検査事業にかかる検査委託料の支出について（８月分）
8,141,661

健康局 感染症対策課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料の支出について（８月分）
414,322,291

健康局 感染症対策課 令和02年10月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 予防接種健康被害救済事業用障害年金の支出について（第３四半期）
22,963,418

健康局 感染症対策課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 エイズ対策ＨＩＶ検査事業用等　真空採血管「ﾊﾞｷｭﾃｲﾅSST」買入にかかる所要経費の支出について（９月８日発注分）
2,008

健康局 感染症対策課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 性感染症予防事業用「ＲＰＲテスト三光」買入れに係る所要経費の支出について（９月４日発注分）
8,360

健康局 感染症対策課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 エイズ対策ＨＩＶ検査事業用等　真空採血管「ﾊﾞｷｭﾃｲﾅSST」買入にかかる所要経費の支出について（９月８日発注分）
2,009

健康局 感染症対策課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市結核解析評価検討会議事録作成業務にかかる筆耕翻訳料の支出について（９月分）
41,140

健康局 感染症対策課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 令和２年度ＨＩＶ等検査業務委託料の支出について（９月分）
499,422

健康局 感染症対策課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 令和２年度ＨＩＶ等検査業務委託料の支出について（９月分）
219,450

健康局 感染症対策課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症発生動向調査事業用ＥＴＣ高速道路使用料の支出について（８月分）
1,050
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健康局 感染症対策課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症発生動向調査事業用ＥＴＣ高速道路使用料の支出について（８月分）
116,090

健康局 感染症対策課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 新型コロナウイルス感染症対策用「感染性廃棄物用プラスチック容器２０Ｌ」の購入にかかる経費の支出について
23,100

健康局 感染症対策課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 新型コロナウイルス感染症対策用「感染性廃棄物用プラスチック容器２０Ｌ」の購入にかかる経費の支出について
23,100

健康局 感染症対策課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 新型コロナウイルス感染症対策用「感染性廃棄物用プラスチック容器４０Ｌ」の購入にかかる経費の支出について
30,360

健康局 感染症対策課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（No.576）
20,999

健康局 感染症対策課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務委託料の支出について（９月分）
118,470

健康局 感染症対策課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物処分業務委託料の支出について（９月分）
209,550

健康局 感染症対策課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　筆耕翻訳料 外国人結核患者に対する通訳業務委託にかかる筆耕翻訳料の支出について（９月分）
43,340

健康局 感染症対策課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 新型コロナウイルス感染症陽性患者（主としてストレッチャー利用患者）搬送等業務委託料の支出について（８月２８日～９月２７日分）
1,980,000

健康局 感染症対策課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 令和２年度感染症患者発生情報収集業務委託（概算契約）経費の支出について（第２四半期分）
1,530,600

健康局 感染症対策課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 令和２年度定点医療機関検体搬送業務委託料の支出について（令和２年９月分）
29,260

健康局 感染症対策課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 エイズ専門相談業務にかかる委託料の支出について（９月分）
98,802

健康局 感染症対策課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 性感染症予防事業用「レジ袋外１点」の買入にかかる経費の支出について
24,750

健康局 感染症対策課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度ＭＳＭ向けＨＩＶ等検査にかかる会場使用料の支出について（１０月使用分）
69,300

健康局 感染症対策課 令和02年10月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（No.９９）
4,182

健康局 感染症対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 第９回大阪市結核対策評価委員会にかかる委員報酬の支出について（令和２年10月７日開催分）
132,000

健康局 感染症対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 第９回大阪市結核対策評価委員会にかかる委員報酬の支出について（令和２年10月７日開催分）
1,860

健康局 感染症対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 結核予防事業用等「蛍光マーカー　黄色　外16点」の買入にかかる経費の支出について
11,594

健康局 感染症対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 ＨＩＶ検査用建物賃貸借契約にかかる光熱水費の支出について（９月分）
30,998

健康局 感染症対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
2,030

健康局 感染症対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
8,012

健康局 感染症対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
396

健康局 感染症対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
6,064

健康局 感染症対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
336

健康局 感染症対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
504

健康局 感染症対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
210

健康局 感染症対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
10,343

健康局 感染症対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
31,242

健康局 感染症対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
8,904

健康局 感染症対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（８月分）
85,866

健康局 感染症対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検査連絡調整等従事者派遣にかかる委託料の支出について(７月分)
2,653,062

健康局 感染症対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検査連絡調整等従事者派遣にかかる委託料の支出について(８月分)
10,228,625

健康局 感染症対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（８月分）
44,704

健康局 感染症対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核定期病状調査事業用委託料の支出について（８月分）
12,220

健康局 感染症対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検査陽性者ヒアリング等従事者派遣にかかる委託料の支出について(８月分)
3,411,889

健康局 感染症対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　分担金 エイズ予防週間実行委員会における費用負担に関する協定書に基づく分担金の支出について
358,000

健康局 感染症対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　消耗品費 結核予防事業用等「蛍光マーカー　黄色　外16点」の買入にかかる経費の支出について
29,887

健康局 感染症対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
797,928

健康局 感染症対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種法に基づく風しん第５期の定期接種事業における風しん単味ワクチン接種費用の支出について（個別請求分（４））
6,519

健康局 感染症対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　医療扶助金 予防接種健康被害救済事業に係る医療費・医療手当の支出について（令和２年１０月分）
640,512

健康局 感染症対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 大阪市風しんワクチン接種費用助成事業に係る風しんワクチン接種費用（償還払い分）の支出について（令和２年９月）
2,066,368

健康局 感染症対策課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 被爆者健診事業用医薬材料の買入にかかる経費の支出について（尿試験紙）
8,316

健康局 環境衛生監視課 令和02年10月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用有害家庭用品の試買検体買入にかかる経費の支出について（10月５日分）
15,000

健康局 環境衛生監視課 令和02年10月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 民泊関連事業用保健所環境衛生監視課コピー代金の支出について（８月分）
24,709

健康局 環境衛生監視課 令和02年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 小規模受水槽衛生対策事業用　令和２年度認定簡易専用水道検査員講習会への出席及び同経費の支出について
37,160

健康局 環境衛生監視課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用有害家庭用品の試買検体買入にかかる経費の支出について（10月19日分）
30,600

健康局 環境衛生監視課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 専門監視事務用揮発油レギュラー注油券料金の支出について（８月分）
42,933
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健康局 環境衛生監視課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 専門監視事務用　公用車（なにわ300ね8591）継続検査にかかる法定費用の支出について
1,200

健康局 環境衛生監視課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　損害保険料 専門監視事務用　公用車（なにわ300ね8591）継続検査にかかる法定費用の支出について
21,550

健康局 環境衛生監視課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 公課費　公課費 専門監視事務用　公用車（なにわ300ね8591）継続検査にかかる法定費用の支出について
34,200

健康局 環境衛生監視課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　其他委員等旅費 民泊関連事業にかかる市内出張交通費（会計年度任用職員）の支出について（８月分）
52,550

健康局 環境衛生監視課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 民泊関連事業にかかる市内出張交通費（監視員）の支出について（８月分）
37,437

健康局 環境衛生監視課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 民泊関連事業用タブレット端末の借入及び同経費の支出について（９月分）
14,080

健康局 環境衛生監視課 令和02年10月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度保健所庁舎管理用　環境衛生監視課におけるあべのメディックス自転車置場使用に係る経費の支出について（10月分）
3,600

健康局 環境衛生監視課 令和02年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 専門監視事務用市内出張交通費の支出について（９月分）
17,080

健康局 環境衛生監視課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 民泊関連事業用　保健所環境衛生監視課（旅館業指導グループ）　コピー代（９月分）について
15,397

健康局 環境衛生監視課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 専門監視事務用等　後納郵便料金の支出について（９月分）
771,421

健康局 環境衛生監視課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 専門監視事務用等　後納郵便料金の支出について（９月分）
250

健康局 環境衛生監視課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 民泊関連事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
672

健康局 環境衛生監視課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 民泊関連事業用登記情報提供サービス利用料金の支出について（９月分）
144

健康局
北部生活衛生監視事務
所

令和02年10月01日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（令和２年８月分）
16,888

健康局
北部生活衛生監視事務
所

令和02年10月09日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 北部生活衛生監視事務所管理運営用ガソリン代の支出について（令和２年８月分）
18,906

健康局
北部生活衛生監視事務
所

令和02年10月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　調査研究にかかる試買検査検体購入経費の支出について
8,400

健康局
北部生活衛生監視事務
所

令和02年10月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 生活衛生監視事務所事業用「トナーカートリッジ外１点」買入及び同経費の支出について
7,535

健康局
北部生活衛生監視事務
所

令和02年10月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　手数料 北部生活衛生監視事務所事業用車「なにわ４８０つ５４０６」継続検査に伴う法定費用の支出について
1,100

健康局
北部生活衛生監視事務
所

令和02年10月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　損害保険料 北部生活衛生監視事務所事業用車「なにわ４８０つ５４０６」継続検査に伴う法定費用の支出について
21,140

健康局
北部生活衛生監視事務
所

令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金（北部生活衛生監視事務所）９月分の支出について
400

健康局
北部生活衛生監視事務
所

令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 小口支払基金（北部生活衛生監視事務所）９月分の支出について
1,270

健康局
北部生活衛生監視事務
所

令和02年10月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 北部生活衛生監視事務所事業用市内出張旅費の支出について（令和２年７月分）
71,892

健康局
北部生活衛生監視事務
所

令和02年10月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（令和２年９月分）
13,027

健康局
北部生活衛生監視事務
所

令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 監視事務所事業用　後納郵便料の支出について（９月分）更新案内通知
20,538

健康局
西部生活衛生監視事務
所

令和02年10月06日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 西部生活衛生監視事務所運営用公用車のガソリン給油代金の支出について（８月分）
23,430

健康局
西部生活衛生監視事務
所

令和02年10月12日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 西部生活衛生監視事務所にかかる市内出張交通費の支出について（８月分）
8,290

健康局
西部生活衛生監視事務
所

令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 西部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
230

健康局
西部生活衛生監視事務
所

令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 西部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
400

健康局
西部生活衛生監視事務
所

令和02年10月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　船車修繕料 西部生活衛生監視事務所運営用「なにわ４８０つ４８４３」の自動車定期点検整備（継続検査）費用の支出について
30,360

健康局
西部生活衛生監視事務
所

令和02年10月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 西部生活衛生監視事務所にかかる市内出張交通費の支出について（９月分）
9,796

健康局
西部生活衛生監視事務
所

令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 西部生活衛生監視事務所にかかる後納郵便の支出について（９月分）
37,428

健康局
西部生活衛生監視事務
所

令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 西部生活衛生監視事務所にかかる後納郵便の支出について（９月分）
15,561

健康局
東部生活衛生監視事務
所

令和02年10月09日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 東部生活衛生監視事務所事業用揮発油スタンド給油分にかかる経費の支出について（８月分）
26,369

健康局
東部生活衛生監視事務
所

令和02年10月22日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
450

健康局
東部生活衛生監視事務
所

令和02年10月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
1,200

健康局
東部生活衛生監視事務
所

令和02年10月23日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　手数料 東部生活衛生監視事務所事業用「なにわ４８０つ５４０５」継続検査に伴う法定費用の支出について
1,100

健康局
東部生活衛生監視事務
所

令和02年10月23日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　損害保険料 東部生活衛生監視事務所事業用「なにわ４８０つ５４０５」継続検査に伴う法定費用の支出について
21,140

健康局
東部生活衛生監視事務
所

令和02年10月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 東部生活衛生監視事務所市内出張交通費の支出について（８月分）
49,395

健康局
東部生活衛生監視事務
所

令和02年10月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（９月分）
17,118

健康局
東部生活衛生監視事務
所

令和02年10月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 東部生活衛生監視事務所事業用揮発油スタンド給油分にかかる経費の支出について（９月分）
21,273

健康局
東部生活衛生監視事務
所

令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 東部生活衛生監視事務所事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
20,727

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

令和02年10月09日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　手数料 南東部生活衛生監視事務所運営用なにわ480つ4841の自動車定期整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
1,100

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

令和02年10月09日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　損害保険料 南東部生活衛生監視事務所運営用なにわ480つ4841の自動車定期整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
21,140

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

令和02年10月13日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 南東部生活衛生監視事務所運営用公用車のガソリン給油代金の支出について（８月分）
28,352

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

令和02年10月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 南東部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
11,880

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

令和02年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 南東部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
760

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

令和02年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　船車修繕料 南東部生活衛生監視事務所運営用「なにわ500ち339」の自動車修理費用の支出について
22,275
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健康局
南東部生活衛生監視事
務所

令和02年10月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 南東部生活衛生監視事務所にかかる市内出張交通費の支出について（８月分）
13,390

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

令和02年10月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 南東部生活衛生監視事務所事業用ゴム印の制作費の支出について
3,388

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

令和02年10月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度南東部生活衛生監視事務所における自転車置場の使用にかかる経費の支出について（１０月分）
4,800

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 南東部生活衛生監視事務所にかかる後納郵便の支出について（９月分）
24,759

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

令和02年10月06日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（８月分）
3,406

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

令和02年10月06日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（８月分）
1,489

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

令和02年10月20日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 南西部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金９月分の支出について
860

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

令和02年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 南西部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金９月分の支出について
495

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

令和02年10月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 南西部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（８月分）
180

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

令和02年10月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　手数料 南西部生活衛生監視事業用「なにわ480つ5407」継続検査に伴う法定費用の支出について
1,100

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

令和02年10月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　損害保険料 南西部生活衛生監視事業用「なにわ480つ5407」継続検査に伴う法定費用の支出について
21,140

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

令和02年10月22日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 南西部生活衛生監視事業用石油製品買入経費の支出について（８月分）
30,677

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

令和02年10月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 生活衛生監視事務所事業用市内出張交通費９月分の支出について
5,450

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（９月分）「更新案内用はがき」及び「集団給食衛生講習会案内用はがき」
33,201

人事室 総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
17,356

人事室 総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　食糧費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
216

人事室 総務課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
84

人事室 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用 令和元年度 庁内情報利用パソコン等機器（人事室）一式 長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
116,252

人事室 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（人事室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
2,932

人事室 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　LGWAN接続系利用パソコン等機器一式借入にかかる経費の支出について（９月分）
24,695

人事室 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（人事室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
710,930

人事室 総務課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
18,535

人事室 総務課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　新聞の購読経費の支出について【第２四半期分】
64,233

人事室 総務課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（９月分）
27,126

人事室 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）２回目
2,640

人事室 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 備品購入費　図書購入費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）２回目
14,850

人事室 総務課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）２回目
856

人事室 総務課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（令和２年９月分）
35,823

人事室 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（９月分）
1,200

人事室 総務課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（共済グループ９月分）
1,800

人事室 総務課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　タブレット端末回線使用料等の支出について（令和２年９月分）
6,824

人事室 総務課 令和02年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（共済グループ８月分）
520

人事室 人事課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 厚生一般事務用　市内等出張交通費の支出について（８月分）
5,503

人事室 人事課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 令和２年度職員被服貸与事業用　作業帽Ｂほか１点（概算買入）にかかる経費の支出について
403,370

人事室 人事課 令和02年10月06日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 令和２年度職員被服貸与事業用　作業服３類上衣ほか２点概算買入にかかる経費の支出について
1,936,022

人事室 人事課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員疾病対策事業用　アクリルパーテーション（コロナウイルス感染防止用）買入経費の支出について
51,480

人事室 人事課 令和02年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　令和２年度職員定期健康診断等業務委託Ｂ（概算契約）の経費の支出について（８月分）
9,803,805

人事室 人事課 令和02年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　令和２年度職員定期健康診断等業務委託Ｂ（概算契約）の経費の支出について（８月分）
687,500

人事室 人事課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　令和２年度職員放射線被曝線量測定業務委託（概算契約）の経費の支出について（８月分）
34,408

人事室 人事課 令和02年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　令和２年度職員定期健康診断業務委託Ａ（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（８月分）
10,465,972

人事室 人事課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　人事監察委員会にかかる報酬の支出について（令和２年９月開催分）
147,000

人事室 人事課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（令和２年８月分）
2,892

人事室 人事課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　会費 職員疾病対策事業用　事業場内メンタルヘルス推進担当者養成講座の受講にかかる経費の支出について
18,000

人事室 人事課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（令和２年８月分）
180

人事室 人事課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　光熱水費 職員相談室　電気代の支出について（9月分）
7,175

人事室 人事課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 職員疾病対策事業用　健康診断結果経年管理システムサーバ機及び周辺装置一式長期借入（その２）の所要経費の支出について（９月分）
34,045

人事室 人事課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　分担金 職員相談事業　職員相談室の管理費及び修繕積立金にかかる経費の支出について（10月分）
236,975
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人事室 人事課 令和02年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　職員雇入れ時健康診断等業務委託料の支出について（８月実施分）
349,800

人事室 人事課 令和02年10月29日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員疾病対策事業用　コピー代の支出について（９月分）
1,553

人事室 人事課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 厚生一般事務用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
11,146

人事室 人事課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　令和２年度職員放射線被曝線量測定業務委託（概算契約）の経費の支出について（９月分）
34,408

人事室 給与課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 給与事務用　書籍購入にかかる経費の支出について（給与小六法　令和３年版　ほか２件）
19,030

人事室 給与課 令和02年10月02日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 備品購入費　図書購入費 給与事務用　書籍購入にかかる経費の支出について（給与小六法　令和３年版　ほか２件）
5,280

人事室 給与課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 給与事務用　公務員給与事務提要ほか３件概算買入にかかる経費の支出について（第２四半期分）
50,215

人事室 給与課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 給与事務用　問答式財政会計の実務ほか１件概算買入にかかる経費の支出について（第２四半期分）
14,953

人事室 給与課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 備品購入費　図書購入費 給与事務用　書籍購入経費の支出について（新版　逐条地方公務員法　第５次改訂版）
14,850

人事室 管理課 令和02年10月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 会計年度任用職員の給与の別途追給について　２０
925,751

人事室 管理課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 月途中採用者の給与支給（２－１４）
176,700

人事室 管理課 令和02年10月02日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 月途中採用者の給与支給（２－１４）
28,272

人事室 管理課 令和02年10月05日 一般会計 総務費 諸給与金 諸給与金 共済費　互助会長期給付補給金 令和２年度　長期給付にかかる補給金（互助会交付金）概算交付の支出について（１０月期分）
3,407,000

人事室 管理課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 職員手当等　児童手当 職員児童手当の支払について（１０月７日支払分）
403,305,000

人事室 管理課 令和02年10月07日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 総務事務管理業務用　市内出張交通費の支出について（定額給付金担当応援分）
1,504

人事室 管理課 令和02年10月09日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　大阪市総務事務センター運営事業に関する包括的業務委託　長期継続に係る経費の支出について（令和２年８月分）
37,381,706

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 議会費 議会費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
351,089

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
430,661

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
24,824

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
59,942

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（事業主負担金端数調整分）
396

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
130,358

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
65,163

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
88,437

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
754,520

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
105,502

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
144,947

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
175,320

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
54,303

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
100,968

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
404,703

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
145,782

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
1,035,538

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
642,203

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
85,452

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
34,133

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
238,693

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
106,815

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
139,486

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
245,137

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
176,871

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
106,636

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
137,845

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
43,442

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
134,981

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
169,114

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
103,951
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人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
171,799

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
264,890

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
148,944

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
103,712

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
237,917

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
137,845

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
108,605

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
175,320

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
215,420

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
347,536

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
237,231

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
134,981

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
316,506

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
1,001,071

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
1,859,522

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
327,607

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
177,826

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
412,116

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
63,373

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
79,127

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
177,033

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
20,760

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
200,860

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
78,039

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
128,845

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
291,621

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
518,244

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
278,406

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
320,485

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
186,658

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
259,669

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
616,920

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
30,239

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
284,762

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
322,176

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
29,240

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
29,240

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
175,678

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
77,456

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
29,479

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
105,264

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
252,136

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
48,127

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
215,659

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
228,430

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
45,643

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
420,220
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人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
77,695

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
307,258

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
547,063

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
183,078

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
387,924

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
86,765

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
62,090

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
168,518

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
129,085

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
500,540

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
195,012

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
91,300

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
381,075

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
1,220,256

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
94,475

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
5,111,146

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
27,927

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
24,824

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
92,255

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
511,154

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
10,220

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
35,044

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
163,094

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
210,074

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
23,392

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
212,710

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
10,220

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
74,622

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
48,216

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
31,030

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
22,030

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
724,824

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
40,339

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
14,335,378

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
468,035

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
29,595

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
318,518

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
594,131

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 健康費 健康費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
226,519

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 健康費 健康費 健康費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
127,564

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
49,649

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
167,950

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
29,479

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
120,540

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
176,872

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
1,090,769

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
74,472
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人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
624,296

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
1,771,913

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
1,775,278

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
159,388

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
117,616

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
43,960

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
2,365,196

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
754,437

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
745,355

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
29,240

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
184,299

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
121,018

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
417,919

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
209,304

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
82,043

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
4,803,884

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
514,710

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
23,273

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
395,089

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
2,270,094

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
26,376

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 環境費 環境費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
93,090

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 環境費 環境費 環境費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
40,339

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
80,678

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
521,304

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
387,697

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
214,704

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
23,392

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
78,530

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
29,479

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
50,522

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
27,778

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
12,264

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
457,681

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
94,224

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
1,306,162

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
102,310

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
108,605

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
168,100

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
21,930

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
73,100

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
77,456

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
24,854

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
51,140

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
24,824

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
23,392

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
100,878
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人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
26,316

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
24,854

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
55,556

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
46,784

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
26,316

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 河川費 河川費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
24,854

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
49,768

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
26,376

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
262,414

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
24,854

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
24,824

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
88,048

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
46,784

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
26,316

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
48,246

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
26,376

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
58,957

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
48,246

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
130,326

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
93,568

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
24,854

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
344,557

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
62,060

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
296,756

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
24,824

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
52,752

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
24,854

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 消防費 消防費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
1,710,825

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
27,927

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
65,504

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
1,072,128

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
287,923

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
547,233

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
205,967

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
607,686

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
133,968

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
26,316

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
105,532

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
49,648

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
27,927

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
13,167,058

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
628,547

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
221,066

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
129,398

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
170,406

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
100,268

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
70,618
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人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
73,070

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
32,164

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
40,339

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
848,708

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
842,648

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
108,337

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
58,480

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
71,638

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
195,730

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
62,090

人事室 管理課 令和02年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
127,104

人事室 管理課 令和02年10月13日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
24,824

人事室 管理課 令和02年10月13日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
116,124

人事室 管理課 令和02年10月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
337,155

人事室 管理課 令和02年10月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
231,329

人事室 管理課 令和02年10月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
2,739,849

人事室 管理課 令和02年10月13日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
29,479

人事室 管理課 令和02年10月13日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
31,030

人事室 管理課 令和02年10月13日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
46,665

人事室 管理課 令和02年10月13日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
27,927

人事室 管理課 令和02年10月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
34,133

人事室 管理課 令和02年10月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
49,648

人事室 管理課 令和02年10月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
29,479

人事室 管理課 令和02年10月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
157,836

人事室 管理課 令和02年10月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 令和２年８月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
88,048

人事室 管理課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　大阪市総務事務センター清掃業務委託　長期継続に係る経費の支出について（令和２年９月分）
46,627

人事室 管理課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　入退室管理設備用パソコン長期借入に係る経費の支出について（令和２年９月分）
5,720

人事室 管理課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　通話録音装置及び通話録音サーバ等周辺機器の長期借入に係る経費の支出について（令和２年９月分）
243,320

人事室 管理課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 諸給与金 諸給与金 恩給及退職年金　退隠料 令和２年１０月払　退隠料・遺族扶助料の支出について
1,370,738

人事室 管理課 令和02年10月15日 一般会計 総務費 諸給与金 諸給与金 恩給及退職年金　遺族扶助料 令和２年１０月払　退隠料・遺族扶助料の支出について
10,768,216

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,132,312

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 事務費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
7,857

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 事務費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
10,252,149

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
423,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,794,885

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,257

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
471,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
271,069

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,182,730

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
234,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 議会費 議会費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
755,843

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　特別職給 令和２年１０月　給与の支給について
3,829,080

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
39,866,773

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
25,219,776

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
6,214

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
16,850,331

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
11,365,970
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
11,980,343

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
6,090

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
5,950

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
15,526,983

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
5,071

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
30,409,822

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
16,851,562

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
25,173,938

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
4,970

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
18,132,304

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,142,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,250,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
929,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
604,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
301,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
429,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
495,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
482,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
759,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
549,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,333,666

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,340,108

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,151,316

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,028,025

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,051,796

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
952

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
994

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,901,843

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,239,061

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
811

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
795

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
974

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,784,859

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
5,452,838

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,788,272

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
639,850

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
782,850

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,258,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
944,300

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,641,675

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,217,650

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,008,430

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
471,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,598,450

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
869,300

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
18,750

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,410
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,269

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,485

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,262

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,758

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,558

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,118,247

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,917

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
434,953

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,716

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,772,398

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,274

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
18,452

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
481,518

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,955,141

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
771,919

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,428,829

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,117,461

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,085,449

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
110,903

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,579

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,171,004

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,519,910

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,399,170

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
777,470

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,466,269

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,767,470

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,346,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,832,860

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,989,481

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,454,640

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,008,390

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 令和２年１０月　給与の支給について
164,300

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
289,900

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
458,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
470,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
529,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
953,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
279,800

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
349,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
647,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
584,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
91,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
18,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和２年１０月　給与の支給について
510,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和２年１０月　給与の支給について
54,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
32,030

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
4,152,750

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
613,860

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
57,555

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　其他委員等旅費 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
2,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システム職員証ＩＣカード発行機一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
35,420

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システム用オンラインタイムレコーダ及びサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
1,809,170

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理事業用　マイナンバー管理システム機器一式長期借入に係る経費の支出について（９月分）
28,600

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
761,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
137,696

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
544,620

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
372,940

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
107,030

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
43,423

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報酬　其他委員等報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
1,350,994

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
5,648,851

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　費用弁償 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
159,480

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,649,814

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
913,848

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
892,736

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
603,432

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
171,933

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
115,697

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
356,250

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
638,464

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
175,620

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
63,540,052

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,858,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
10,857,104

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,405,250

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,301,336

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
7,473,011

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
868,160

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
6,152,503

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
910,484

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
670,890

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
92,468

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
3,636,716

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
657,839

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
540,444

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
201,144

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
209,120

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
62,130

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
44,992
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
118,139

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,817,889

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
7,095

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
84,510

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,228

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,074

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
105,745

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
22,266

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
35,364

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,166

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,295

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
25,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
6,181

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
55,860,714

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
702,900

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
465,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
602,471

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
407,900

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
40,158,064

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
42,725,291

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
684,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
37,817,028

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
728,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
43,156,889

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
359,800

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
459,800

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
45,095,010

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
55,585,305

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
43,441,564

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
616,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
631,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
46,245,405

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
377,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
65,794,425

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
44,335,743

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
43,764,695

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
65,772,769

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
18,715

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
61,907,284

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
34,871,624

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
72,994,380

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
83,786,829

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
40,303,956

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
36,949,690

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 月途中採用者の給与支給（２－１５）
142,636

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
122,215,598
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
43,151,531

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
36,221,090

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
711,875

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
416,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
46,702,817

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
434,200

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
688,200

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
763,900

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
69,416,663

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
548,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
340,900

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
593,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
390,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
392,200

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
364,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
939,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
614,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,655,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,211,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,169,200

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,523,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,117,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,197,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,194,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,632,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,664,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,230,390

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,580,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,303,171

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,150,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
10,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
16,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
16,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,067,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
912,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,322,363

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,230,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,230,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,106,200

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
908,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,545,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,047,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
13,000
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,211,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
16,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,051,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
16,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
10,281,868

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,233,948

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
989

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
11,598,386

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
5,834,945

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
9,269,067

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
7,220,538

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,739,910

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,753,925

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
54,544

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
112,464

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
58,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
60,336

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
100,976

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
99,712

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
65,392

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
65,072

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
74,608

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
57,568

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
116,560

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
13,977,233

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
66,624

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
111,632

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
69,472

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
65,264

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
113,900

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
96,395

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
90,384

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
150,256

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
76,112

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
97,440

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
7,257,492

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
7,768,348

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
7,210,131

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
7,418,802

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
9,335,146

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
12,185,172

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,107,532

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 月途中採用者の給与支給（２－１５）
22,821

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
20,298,929

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
10,944,879

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
7,177,482
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
99,360

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
11,012,836

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
7,318,131

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
7,550,957

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,994

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
7,825,948

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,315,835

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
111,152

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
124,304

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,397,450

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
775,450

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
850,450

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
680,450

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
979,650

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
625,450

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
925,450

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
834,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
925,450

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
834,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
732,650

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
909,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
834,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
834,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
775,450

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
759,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
677,650

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
834,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
775,450

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
700,450

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
775,450

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
909,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
909,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
625,450

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,001,150

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,030

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,578,636

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,809,162

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
23,424

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,341,665

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,427,997

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,180,438

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
69,384

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
7,566

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
9,394

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,046,830

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
95,088

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,898,564
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,721,341

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
42,607

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,513,766

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,379,953

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
10,372

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
11,004

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
7,679,124

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
12,568

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,411,181

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,829,827

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
5,484

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,708,183

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
11,420

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,503,439

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
9,522

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
5,958,019

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
7,402,108

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
15,306

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
17,454

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,250,930

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
10,698

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,939,413

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,604,873

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,155,961

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
13,676

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
25,256

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,750,635

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,088

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
18,552

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,677,138

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
5,968,765

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
49,140

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,934,011

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
5,898,183

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
10,662,754

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
288,630

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
8,017,438

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
7,084,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,241,930

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
5,583,856

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
105,620

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
240,360

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
235,480

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
7,203,050

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
211,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,872,990
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
7,490,921

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
201,110

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
93,530

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
200,560

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
122,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
15,131,676

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
5,858,408

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
149,320

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
7,608,265

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
116,300

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
164,880

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
201,260

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
7,028,369

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
95,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
5,152,791

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,645,275

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
156,930

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,594,363

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
7,553,912

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
7,219,943

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,961,474

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
59,020

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
157,090

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,199,339

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
5,132,879

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
98,280

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
5,297,488

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
30,360

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,580

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
850

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
160

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,120

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
160

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,850

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
280

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
9,290

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
320

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
630

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
160

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
850

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
160

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,230

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
560

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,920

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,160

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
480
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,243,120

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
758,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
976,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
679,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,432,800

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
715,900

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
582,600

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
88,300

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
15,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
10,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
857,200

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
955,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,370,800

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,760,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,908,300

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
835,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
963,800

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
927,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
818,600

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
624,600

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
29,200

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,061,300

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,293,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,147,720

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,688,040

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
12,800

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
903,300

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,219,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
791,300

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
83,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
17,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
17,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
25,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
59,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
17,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
70,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
17,000
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
17,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年１０月　給与の支給について
53,920

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,278

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和２年１０月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和２年１０月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和２年１０月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和２年１０月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和２年１０月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和２年１０月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和２年１０月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和２年１０月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
12,627,120

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
132,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
301,600

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
264,480

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
135,024

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
132,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
132,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
264,480

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
132,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
264,480

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
264,480

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
132,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
132,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
132,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
143,608

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
132,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
132,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
132,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
294,486

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
288,608

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
270,164

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
137,924

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
140,940

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
292,900

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
291,740

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
298,816

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
293,248
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
297,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
295,916

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
298,584

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
284,548

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
132,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
303,108

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
264,480

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
145,928

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
301,600

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
285,476

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
297,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
5,236

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
48,320

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
13,380

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
6,690

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
22,399

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
31,858

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
15,784

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
65,280

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
57,510

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
23,760

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
8,145

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
69,020

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
56,110

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
46,625

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
3,369,628

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
781,930

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,014,351

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
489,288

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,151,350

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,020,833

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
4,039,747

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
632,316

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
317,492

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
356,559

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,165,221

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
699,792

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
382,016

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,812,269

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,315,684

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,657,803

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,131,654
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,012,773

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
750,172

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
3,206,438

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
632,506

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,312,668

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,409,167

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,055,096

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
176,088

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
825,902

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
455,184

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,164,030

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,705,103

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,584,561

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,299,704

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
478,616

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,612,005

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
308,328

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,359,608

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
3,900,264

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
687,300

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
564,224

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,166,293

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,289,859

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
103,200

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,715,384

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
300,208

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
3,299,196

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
87,720

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,339,260

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
219,776

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
57,040

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
34,290

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
507,130

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
62,276

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
128,416

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
495,630

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
63,381

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
56,505

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
190,259

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
55,830

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
110,133

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
93,699

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
88,485

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
6,109

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
180,580

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
288,557
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
186,161

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
624,404

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
186,910

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
8,145

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
765,259

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
13,381

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
58,107

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
285,041

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
138,564

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
48,466

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
34,325

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
6,690

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
198,858

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
100,829

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
61,304

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
12,040

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
31,680

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
186,027

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
44,396

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
94,426

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
987,896

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
76,797

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
712,388

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
25,340

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
86,594

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
42,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
124,723

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
93,780

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
123,196

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
122,740

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
39,049,972

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,164,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,620,207

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,232,750

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,167,890

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,893,890

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
818,800

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,384,264

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
36,071

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
169,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
339,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
169,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
508,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
339,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
339,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
169,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
339,000
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
169,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
297,489,278

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
169,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
339,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
169,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
169,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
553,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
339,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
8,743,200

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
49,506,072

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
54,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
54,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
54,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
54,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
27,120

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
27,120

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
27,120

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
27,120

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
54,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
27,120

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
27,120

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
88,592

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
54,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
27,120

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
81,360

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,897,150

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
17,617,302

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,690

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
149,975

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
111,787

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
95,274

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
132,346

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
57,020

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
9,600

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
29,869

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
208,960

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
47,125

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
132,650

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
59,724

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
24,798,142

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
84,602

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
142,827

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
23,760

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,192,068

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和２年１０月　給与の支給について
54,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
304,616
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
456,924

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
307,712

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
456,924

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
696,928

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
987,200

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
29,768,188

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
32,780

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
120,687

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
33,582

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
56,145

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
27,925

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
80,046

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
79,935

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
41,048

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
56,497

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
72,458

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,093

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
131,527

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
11,345

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
31,416

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
104,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
6,690

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
6,451,492

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

報酬　委員報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
127,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
5,884,481

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
127,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
973,916

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
95,251

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,046,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
175,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
123,880

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
46,422

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
117,686

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
37,164
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
123,880

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
111,492

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
247,584

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
111,492

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
117,686

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
111,492

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
123,880

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
241,566

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
123,880

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
49,552

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
293,708

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
569,887

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,328,932

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
53,844

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
535,575

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
361,408

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
393,888

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
527,437

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
932,508

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
414,972

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
347,816

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
100,632

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
618,884

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
278,931

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
511,220

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
420,882

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,200,172

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
394,043

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
400,291

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
365,595

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
447,797

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
174,888

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
259,610

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
479,049

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
217,618

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
10,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
7,166

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
7,980

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
600

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
20,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,800

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
15,291

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
10,640

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
7,020

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,200
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
25,330

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 令和２年１０月払　退職手当の支出について（１０１）
421,390,688

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 報酬　委員報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
8,221,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 旅費　費用弁償 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
16,160

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 報酬　委員報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
292,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 給料　特別職給 令和２年１０月　給与の支給について
750,600

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

人事委員会委員費 報酬　委員報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
273,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
21,058,320

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
526,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,620,972

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
921,300

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
19,686

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,940

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
9,412

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
14,022

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,923

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
9,748

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
13,195

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
9,271

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,728

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
11,276

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
12,386

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
43,368

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,097,064

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,364,360

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
554,200

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
153,546

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
25,340

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
86,716

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
54,159

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
24,776

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
92,844

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
37,164

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
117,648

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
92,844

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
208,899

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
596,631

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
318,701

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
417,992

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
208,769

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
212,149

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
414,713

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
276,797

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
106,223

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
242,145

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
284,996



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
146,674

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
385,012

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
421,649

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
554,886

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
468,929

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
298,310

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
437,936

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
274,303

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
487,094

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
554,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
389,587

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,582,260

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
498,079

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
812,946

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
336,157

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,160

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
3,840

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
5,854

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
4,363

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,840

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

住民投票費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
473,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
967,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,479,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,696,600

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,464,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
603,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
773,600

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,114,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,302,800

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,535,863

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
519,600

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
758,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,209,600

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
762,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,682,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
2,018,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,564,324

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
2,147,300

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,738,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,741,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
838,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,082,613

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,451,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
5,950

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
41,134,891

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
135,490,723
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,119,900

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
132,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
16,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
67,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
45,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
84,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
26,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,211,200

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
48,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
794,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
121,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
26,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
49,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
71,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
63,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
48,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
74,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
23,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
98,640

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
135,776

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
173,218

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
257,760

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
22,988,483

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,880,480

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
952

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
246,778

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
128,480

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
259,504

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
267,456

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
162,496

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
223,088

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
250,291

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
138,384

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
363,328

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
302,816

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
183,344

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
286,464

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
216,976

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
121,920

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
75,696

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
337,072

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
85,216

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
302,064
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
193,936

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
279,216

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　宿日直手当 令和２年１０月　給与の支給について
846,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,577,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,271,800

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
806,481

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
27,848

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
11,636

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
12,553,048

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
18,265,790

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
88,420

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
172,800

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
81,820

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
98,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
207,630

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
23,760

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
46,360

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
319,860

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
139,870

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
190,460

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
40,770

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
119,070

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
312,250

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
29,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
77,930

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
215,030

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
439,330

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
59,510

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
103,380

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
115,020

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
274,980

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
147,260

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,242,610

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
145,640

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,486,900

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 令和２年１０月　給与の支給について
522,100
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,292,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
58,200

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
28,200

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
601,300

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,308,300

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
611,403

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和２年１０月　給与の支給について
54,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
170,636

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
353,452

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
162,516

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
177,480

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
162,516

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
6,690

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
14,544

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
18,326

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
13,208

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
31,680

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
11,054

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
8,145

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
6,109

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
8,145

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
117,220

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
5,236

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
31,680

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
25,340

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
25,340

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
176,088

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
86,716

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
284,740

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
46,422
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
305,420

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
151,282

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
69,633

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
31,680

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
10,472

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
4,480

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
75,110

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,745

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
6,690

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
14,509

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
5,580

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
452,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
1,343,566

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,441,881

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,125,664

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
293,248

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
23,854

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
102,600

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
99,220

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
19,489

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
29,920

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
244,495

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
103,200

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
75,852

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
10,763

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
168,542

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
333,337

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
210,322

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
169,244

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
132,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
176,088

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
311,112

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
458,192

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
173,420
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
326,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
313,780

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
228,772

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
512,256

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
481,748

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
317,470

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
163,908

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
32,030

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
92,126

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
12,508

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
118,154

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
25,710

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
8,145

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
12,218

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
37,789

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
12,217

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
14,835

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
15,708

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
100,269

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
32,203

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
27,165

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
58,050

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
5,236

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
24,144

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
17,454

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
68,872

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
38,370

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
6,690

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
14,254

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
5,236

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
221,328

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
158,660

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,966,896

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,450,152

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,227,512

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,103,080

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,650,796

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
3,491,120

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,798,848

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,083,708

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,477,840

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
3,693,672

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,273,216

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
4,438,740

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
3,386,400
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,505,136

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
5,743,972

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,965,695

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
3,477,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,975,712

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,980,352

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
3,285,584

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,306,080

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
5,129,056

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
6,407,144

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
15,940,440

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
4,844,160

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,929,469

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
5,724,252

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
10,858

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
219,256

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
195,596

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
247,835

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
483,907

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
308,197

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
504,810

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
295,096

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
430,118

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
680,626

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
382,435

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
339,648

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
261,344

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
650,536

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
211,296

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
331,115

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
207,315

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
193,123

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
174,793

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
701,266

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,788,092

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
205,973

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
965,677

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
356,318

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
401,105

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
760,207

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
49,934

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,082,790

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,248,440

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
95,912

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報酬　其他委員等報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
2,164,649
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
4,661,033

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
485,504

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　費用弁償 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
46,920

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
4,760

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
219,203,138

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,181,380

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
37,092,325

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
761

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　宿日直手当 令和２年１０月　給与の支給について
288,069

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,395,350

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
214,410

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
158,087

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
397,828

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
58,797

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
416,497

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
382,197

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
56,695

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
27,465,874

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
199,643

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,798

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
77,372

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
180,622

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
238,385

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
26,714

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
223,677

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
233,273

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
29,376

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
278,222

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
239,304

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
175,084

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
27,558

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
487,880

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
22,716

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
184,208

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
515,201

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
187,008

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
33,664,130

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,462,600

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
81,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
63,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
90,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
66,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
177,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,122,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
126,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
63,000
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
45,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
51,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
87,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
217,760

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
60,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
135,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
5,035,380

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
25,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
874,250

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
17,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
17,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
17,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
42,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
17,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
25,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
16,267

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
20,195

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
10,940

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
25,785

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
64,191

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
17,470

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
14,380

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
5,680

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,872

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
19,224

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
10,256

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
55,737

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
41,913

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
13,612

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,487,620

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
45,775

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
299,296

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,025,848

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
9,585

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
37,640

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
761,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
1,343,840

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
456,924

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
386,722

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
43,518

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
44,486

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
40,220

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
905,513

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,067,664
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
2,541,038

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
94,101

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
322,680

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
12,550

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
264,205

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
6,820

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
6,034,320

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
363,080

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,251,635

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
548,332

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
101,460

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
140,043,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
137,675,614

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,162,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
197,473,611

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,934,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
5,291,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,480,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
32,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
32,694,091

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
22,868,667

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
191,040

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
22,422,368

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　宿日直手当 令和２年１０月　給与の支給について
602,869

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,804,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
596,466

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,151

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,727,302

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
233,628

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
31,233,446

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
8,358,347

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
7,662,309

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
25,397,896

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
28,013,290

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
25,006,554

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
172,800

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 令和２年１０月　給与の支給について
135,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,700,200

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,648,900

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,198,800

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
680,361

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
646,120

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
351,185

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
201,144

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
334,120
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
371,780

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
392,884

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
790,397

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
441,407

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
571,504

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
397,416

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
385,468

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
362,964

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
588,046

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
352,292

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
404,237

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
581,508

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
215,043

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
588,932

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
12,545,955

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
283,388

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
382,220

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
748,084

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
783,928

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,202,868

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
544,852

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
726,160

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
966,512

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
586,684

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
42,751

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
18,036

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
13,380

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
38,850

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
15,999

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
16,290

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
94,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
19,020

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
77,815

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
177,142

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
57,595

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
14,835

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
48,570

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
94,294

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
6,109

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
17,214

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
9,890

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
16,254

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
70,203

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
38,108

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
89,113
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
14,835

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
112,079

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
44,128

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
57,510

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,055,452

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
142,759

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
49,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
93,137

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
103,200

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
183,385

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
411,419

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
398,228

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
180,326

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
350,829

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,904,640

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
301,948

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
8,787,858

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
348,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
5,863,805

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
7,297,431

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
373,412

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
278,640

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
184,861

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
188,551

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
123,880

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
173,432

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
169,244

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
5,193,299

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
173,420

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
370,460

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
363,080

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
369,182

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
180,822

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
88,270

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
5,236

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
726,741

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
335,051

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
57,040

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
8,145

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
16,800

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
11,900

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
932,258

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
15,999
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,307,079

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
14,835

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
49,140

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
33,680

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
19,020

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
88,720

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
9,600

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
12,799

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
169,260

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
192,360

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
251,888

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
132,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
123,880

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
268,320

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,888

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
189,888

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
201,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
232,110

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
363,639

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
222,984

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
123,880

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
190,920

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
366,731

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
131,529

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
108,360

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,888

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
123,880

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
117,686

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
113,520

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
132,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
131,529

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
92,910

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
116,055

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
98,040

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
92,910

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
80,522

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
761,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
201,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
101,848

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
192,444

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
111,492

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
370,530

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
123,792

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
137,924

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
6,109

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
59,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
6,476

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
19,524

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
26,030

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
30,576

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
5,236

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
16,241

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
6,109

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
27,610

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
9,860

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
9,600

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
22,160

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
3,960

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
12,380

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
8,800

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
6,272

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
11,999

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
14,180

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
20,427

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
9,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
47,285

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
7,140

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
17,236

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
120,783

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
3,705,257

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
123,880

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
117,686

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
10,181

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
15,141

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
20,425

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
355,927

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
6,782,328

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
494,690

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報酬　其他委員等報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
1,119,550

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
36,784

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
610,442

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
545,084

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
130,516

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
1,900,296

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
33,096,463

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
31,526,931

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,536,900

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,288,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
125,900
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
20,144

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
206,160

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
245,904

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
84,631

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
193,134

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,373,730

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,070,708

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
4,200

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
16,112,121

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
925,351

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
400,022

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,628,691

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
129,300

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
20,688

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
31,680

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　費用弁償 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
9,800

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,796,391

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　費用弁償 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
97,079

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
359,729

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　其他委員等旅費 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
3,800

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　其他委員等旅費 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
4,360

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 環境費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
7,857

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 環境費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
565,356,736

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
22,712,673

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
94,620,524

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,257

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,323,450

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
15,785

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
13,097,953

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
74,666,960

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
19,685,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
9,672,311

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
52,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 環境費 職員費 災害補償費　災害補償費 令和２年１０月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
357,631

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 環境費 環境費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
227,592

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,778

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,989,436

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,306,660

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
485,924

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
536,502

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
51,050

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
599,212

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
100,101,751

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
6,282

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
251,040

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,042,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
17,113,409
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
40,166

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,005

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,853,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,874,259

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
13,499,517

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,841,200

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
20,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
818,576

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
38,280

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
118,820

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
22,353,262

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
792,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,860,580

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
448,250

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
957,864

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,056,380

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
326,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
51,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 職員手当等　単身赴任手当 令和２年１０月　給与の支給について
108,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
11,636

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報酬　其他委員等報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
121,270

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　費用弁償 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
1,980

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
455,184

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
24,547

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
90,692

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
222,952

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
108,924

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報酬　其他委員等報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
73,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
16,290

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
20,072

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
3,175,384

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
353,964

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
284,451,619

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
5,026

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
122,648,875

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
40,040,635

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
8,516,218

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
261,857

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
64,268,396

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,470,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
13,496,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,954,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
292,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,697,500
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,505,568

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
48,073,948

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
41,897

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
804

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,800,276

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
20,794,777

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
11,081,723

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
889,800

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,548,200

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
546,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,676,600

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,345,050

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
7,752,919

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
5,790,538

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
11,833,865

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
111,776

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,885,304

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,951

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
121,236

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,036,980

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
22,250,066

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
8,633,583

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,233,171

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
46,329,385

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
97,220

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
43,050

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,330,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
219,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
850,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,425,560

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,745,200

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
17,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
531,431

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
663,404

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
609,232

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
905,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
144,816

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
7,620

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
51,668

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
93,940

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
246,900

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
98,703

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
456,924

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
456,924
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
456,924

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
456,924

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
258,600

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
3,656,480

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
3,119,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
124,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
169,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
604,876

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
41,376

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
526,224

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
74,651

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
870,231

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
22,108

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
617,580

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
739,160

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
770

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
71,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
168,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
17,499

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
174,475

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
39,825

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
9,600

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
42,470

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
19,199

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
34,814

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
317,712

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
38,510

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
27,165

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
44,360

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
127,688

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
91,279

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
310,900

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
2,221,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
20,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
63,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
52,944

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
365,456

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
25,677
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
311,487

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
369,330

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
119,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
124,035

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 河川費 河川費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 河川費 河川費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
696,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 河川費 河川費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
43,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 河川費 河川費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
118,256

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 河川費 河川費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
373,818

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 河川費 河川費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
57,510

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 河川費 河川費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 河川費 河川費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
22,690

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
364,080

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
544,620

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
363,080

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
363,080

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
365,580

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
292,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,354,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
7,888,698

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
32,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
358,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
51,856

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,344,591

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
217,696

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
157,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,230

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,642,134

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
732,130

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
74,480

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
257,280

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
164,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
21,883

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
37,785

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
7,854

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
200,547

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
33,392

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
9,163

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
45,835

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
17,872
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
33,485

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
258,600

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
41,376

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
21,762

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
68,384

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,310

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
10,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　費用弁償 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
460

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
57,058

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
353,452

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
36,183

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
73,029

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
30,806

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
6,160

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
5,712,493

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
12,581,853

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
21,324,091

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
236,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,050,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
491,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,115,736

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
985

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,603,854

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
981,808

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
150,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
161,450

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
150,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
5,596

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
771,198

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,120,726

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,973,087

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
59,790

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
854,602

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,149,780

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
876,270

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
466,900

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
208,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
254,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
29,671

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
544,620

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
41,096,835

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
129,300

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,314,500
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,897,761

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
20,688

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
637,450

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
928,606

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,114,730

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
8,345

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
883,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　単身赴任手当 令和２年１０月　給与の支給について
76,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
285,903

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
2,500,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
101,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
428,320

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
77,685

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
666,970

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
85,200

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
66,161,824

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
46,646,780

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,406,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,538,200

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
11,124,142

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
5,798,559

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
955,865

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
958,300

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
8,283,101

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
8,904,660

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
13,893,254

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
10,620

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
758,300

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,584,200

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
51,150

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
3,193,630

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,844,104

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
56,051,804

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,833,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
9,559,121

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
766,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,957,341

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,385,840

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
52,750

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
735,300

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
254,544

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
777,072

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
367,090

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
9,600
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
79,441,620

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,437,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
13,449,859

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,994,550

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,876,497

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
9,469,430

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,079,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,861,452

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
13,090

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,076,550

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
60,819,506

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
4,945

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,802,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
791

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
10,248,028

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,348,350

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,892,195

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
13,612

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
8,553,780

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,562,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
13,417

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,052,765,627

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
50,107,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
178,187,117

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
11,301,150

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
152,122,135

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
77,318,913

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
24,955,770

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　退職手当 令和２年１０月払　退職手当の支出について（２１０）
20,374,914

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
28,194,560

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,257,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
17,465,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和２年１０月　給与の支給について
972,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 令和２年１０月払　公務災害等休業補償費の支給について（消防局）
146,699

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報酬　其他委員等報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
1,324,409

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報酬　其他委員等報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
150,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
6,251,397

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
456,924

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
410,290

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
243,925

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
67,950

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,664,378

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 委員費 報酬　委員報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
842,400
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 委員費 旅費　費用弁償 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
6,590

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 給料　特別職給 令和２年１０月　給与の支給について
816,300

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
156,055,463

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 給料　教員給 令和２年１０月　給与の支給について
66,442,800

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,718,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,280

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
37,616,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
5,476,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
23,446,507

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
28,921,313

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 令和２年１０月　給与の支給について
91,600

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 令和２年１０月払　退職手当の支出について（１５０）
19,882,082

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,058,200

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
17,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
3,207,273

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
80,900

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
913,848

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
3,859,552

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
741,472

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
498,883

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
74,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,388,432

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
117,383

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,032,160

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
336,280

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
88,190

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
8,145

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
641,351

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
130,660

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
1,920

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
73,555

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
94,999,792

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
436,856

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
105,976

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
28,388

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
9,509,368

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
223,385

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
4,116,956

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
165,237

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
244,422

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
75,028

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,264,052

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
569,096
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人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
225,777

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,633,976

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
31,543

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,816

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
8,071

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
121,449

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
230,956

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
680,804

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
907,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
17,010

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
65,745

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
472,590

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
28,761

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
75,139

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
16,637,806

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
5,044,144

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
227,592

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
136,730

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
701,608

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,396,698

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
636,074

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
363,080

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
22,398

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
224,860

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
456,924

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
761,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,367,292

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
379,900

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
103,186

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
201,988

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
98,280

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
369,460

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 大学費 大学費 管理費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
2,637,693

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
99,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
467,840

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
161,450

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
264,874

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
331,620

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 追払金 給料　給料 勤怠変更に伴う過年度分給与の別途追給について　１７
3,135,789

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 追払金 職員手当等　地域手当 勤怠変更に伴う過年度分給与の別途追給について　１７
501,720

人事室 管理課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 追払金 職員手当等　退職手当 令和２年１０月払　退職手当の支出について（過年度分）
7,777,250

人事室 管理課 令和02年10月16日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
36,916

人事室 管理課 令和02年10月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
4,112,300
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人事室 管理課 令和02年10月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
168,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
698,048

人事室 管理課 令和02年10月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
82,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
97,277

人事室 管理課 令和02年10月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
795,220

人事室 管理課 令和02年10月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
89,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
667,696

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
3,491,300

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
3,013,532

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
2,809,160

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
3,075,103

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
2,492,184

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
2,300,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
2,777,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
3,182,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
5,219,800

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
4,719,436

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
2,800,804

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
5,647,337

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
3,155,300

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
4,916,722

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
3,414,900

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
3,650,300

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
4,971,490

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
12,566,267

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
2,190,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
4,327,595

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
2,946,600

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
5,255,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
3,547,436

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
6,932,042

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
4,040,672

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
97,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
32,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
94,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
82,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
48,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
144,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
42,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
20,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
68,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
199,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
192,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
118,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
210,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
71,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
322,200
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人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
207,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
62,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
225,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
69,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
140,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
179,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
141,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
273,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
175,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
573,984

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
657,547

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
448,128

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
831,795

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,142,726

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
817,998

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
580,608

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
618,528

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
939,573

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
515,808

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
884,624

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
773,989

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
358,224

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
540,976

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
472,480

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
379,504

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
401,949

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
507,535

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,087,274

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
590,629

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
865,888

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
697,615

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
484,576

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
497,285

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
456,265

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
157,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
654,681

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
480,390

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
424,770

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
549,980

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
207,040

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
336,870

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
484,720

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
860,927

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
375,110
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人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
396,050

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
213,130

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
423,620

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
517,784

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
496,330

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
388,515

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
420,347

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
353,820

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
227,880

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
326,230

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
515,155

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
188,040

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
677,460

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
80,530

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
645,730

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
873,180

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
333,890

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
89,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
82,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
373,900

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
57,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
89,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
117,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
113,800

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
119,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
89,200

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
29,200

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
84,200

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
177,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
76,920

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
245,188

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
74,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
206,568

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
72,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
255,508

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
46,422

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
149,292
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人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
303,108

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
245,188

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
402,656

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
86,716

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
442,792

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
51,830

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,745

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
57,040

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
31,680

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
5,040

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
10,472

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年10月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
3,780

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
7,840

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
33,943

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
34,580

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
8,145

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
27,340

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
16,460

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
514,226

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
733,024

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
879,226

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
750,172

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
418,847

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
456,924

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
298,816

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,326,844

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
761,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
456,924

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
761,540

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
869,858

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
733,112

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
673,514

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
849,260

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
464,019

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
833,780

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
609,232

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
787,620

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
407,816

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
757,016

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
741,472

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
741,472

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
456,924

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
609,232

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
100,120

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
6,654

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
207,150
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人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
22,980

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
96,024

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
81,019

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
64,178

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
121,293

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
182,676

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
37,230

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
14,835

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
79,621

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
40,172

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
32,049

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
67,558

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
200,877

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
111,058

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
170,216

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
68,614

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
120,962

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
89,778

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
88,996

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
57,709

人事室 管理課 令和02年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
337,078

人事室 管理課 令和02年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
24,453,288

人事室 管理課 令和02年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
428,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,296,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
4,157,183

人事室 管理課 令和02年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
80,592

人事室 管理課 令和02年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
236,450

人事室 管理課 令和02年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
20,531

人事室 管理課 令和02年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
261,859

人事室 管理課 令和02年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
167,350

人事室 管理課 令和02年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
1,805,570

人事室 管理課 令和02年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
386,550

人事室 管理課 令和02年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
770,400

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
950,400

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
666,300

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,638,300

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
994,213

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
780,800

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
343,900

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
311,700

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
714,100

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
649,400

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
621,447

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
648,300

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
689,200
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人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,032,000

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,285,960

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
952,678

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
668,300

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
615,400

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
980,400

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
839,470

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,232,900

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
563,200

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
353,000

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
952,146

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
918,332

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
555,400

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,500

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
68,500

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
16,500

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
65,000

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
16,500

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
20,000

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
10,000

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
36,000

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
29,000

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
22,500

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,500

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
16,500

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
16,000

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
26,500

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,500

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,500

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
10,000

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
39,000

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
22,500

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
126,528

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
58,080

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
160,114

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
55,024

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
110,272

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
50,912

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
163,303

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
162,624

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
152,428

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
208,393

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
152,064

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
93,712

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
103,671
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人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
91,504

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
266,768

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
137,915

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
168,320

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
108,864

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
113,168

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
151,733

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
104,944

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
107,648

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
116,896

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
106,288

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
199,344

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
186,912

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
124,640

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
103,300

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
45,850

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
126,370

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
173,240

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
53,630

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
77,170

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
84,840

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
186,680

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
80,820

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
76,040

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
30,860

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
144,360

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
49,140

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
106,650

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
83,570

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
38,580

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
65,360

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
100,710

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
93,110

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
149,530

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
95,530

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
88,900

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
324,684

人事室 管理課 令和02年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
8,145
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人事室 管理課 令和02年10月16日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年10月16日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
707,800

人事室 管理課 令和02年10月16日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
36,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
119,088

人事室 管理課 令和02年10月16日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
123,399

人事室 管理課 令和02年10月16日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
76,887

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
4,327,370

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
2,649,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
2,616,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
2,016,850

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,850,605

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
3,468,724

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,822,374

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
3,033,684

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,588,600

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
21,066,670

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,293,300

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,200,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,791,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
2,800,559

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
3,594,900

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
3,020,095

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
2,732,422

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,583,600

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,892,300

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,261,503

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,220,406

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
2,004,162

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
1,327,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
963,900

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年１０月　給与の支給について
2,041,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
45,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
55,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
114,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
26,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
84,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
111,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
46,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
29,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
38,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
49,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
813,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
6,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
66,500
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人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
147,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
105,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
98,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
65,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
22,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
40,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
16,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年１０月　給与の支給について
84,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
329,976

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
287,600

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
458,489

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
306,736

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
498,895

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
493,228

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
156,784

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
578,515

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
260,336

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
292,619

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
441,427

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
205,440

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
201,665

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
710,619

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
576,624

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
199,440

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,524,746

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
212,432

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
320,665

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
436,400

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
211,568

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
253,376

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
311,568

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
340,096

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年１０月　給与の支給について
437,280

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年１０月　給与の支給について
150,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年１０月　給与の支給について
2,760,305

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
90,017

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
110,970

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
383,420

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
579,210

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
247,220

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
110,650

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
240,280

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
185,410

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
61,830

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
3,242,090

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
306,930

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
318,040
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人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
264,130

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
65,830

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
45,490

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
279,480

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
243,490

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
426,530

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
454,190

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
201,350

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
150,550

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
132,980

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
236,960

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
387,220

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年１０月　給与の支給について
343,800

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
420,100

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
152,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
85,300

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
89,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
144,300

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
89,000

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
19,240

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年１０月　給与の支給について
88,700

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
49,552

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
2,112

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
52,505

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,264,748

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
13,208

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
544,620

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
1,004,676

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
103,932

人事室 管理課 令和02年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 令和２年１０月　給与の支給について（物件費）
70,125

人事室 管理課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　総務事務システムサーバ機器等一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
14,687,420

人事室 管理課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　受取人払料金の支出について（令和２年９月分）
99

人事室 管理課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
50,288

人事室 管理課 令和02年10月22日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　令和２年度大阪市総務事務センター機械警備業務委託に係る経費の支出について（令和２年９月分）
22,000
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人事室 管理課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 旅費　普通旅費 総務事務管理業務用　市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）
6,031

人事室 管理課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 総務事務管理業務用　電気料金の支出について（令和２年９月分）
340,264

人事室 管理課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　インターネット回線使用料の支出について（令和２年９月分）
96,528

人事室 管理課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市人事室eLTAX用パソコン長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
7,095

人事室 管理課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 報酬　其他委員等報酬 会計年度任用職員の通勤手当に係る別途追給について　２３
1,260

人事室 管理課 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　費用弁償 会計年度任用職員の通勤手当に係る別途追給について　２３
210,020

人事室 管理課 令和02年10月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 別途追給について　２５
124,717

人事室 管理課 令和02年10月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　費用弁償 別途追給について　２５
15,700

人事室 管理課 令和02年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 別途追給について　２６
348,582

人事室 管理課 令和02年10月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 追払金 給料　給料 別途追給について　２２
1,084,387

人事室 管理課 令和02年10月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 追払金 職員手当等　扶養手当 別途追給について　２２
24,111

人事室 管理課 令和02年10月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 追払金 職員手当等　地域手当 別途追給について　２２
177,359

人事室 管理課 令和02年10月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 報酬　其他委員等報酬 会計年度任用職員の通勤手当に係る別途追給について　２３
2,726

人事室 管理課 令和02年10月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　費用弁償 会計年度任用職員の通勤手当に係る別途追給について　２３
454,320

人事室 管理課 令和02年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用　公務員給与事務提要ほか２点の追録買入(概算契約)に係る経費の支出について（上半期）
113,102

人事室 管理課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用　コピー代の支出について（令和２年９月分）
71,872

人事室 管理課 令和02年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　磁気テープファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（９月分）
5,940

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 議会費 議会費 事務費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
2,789,172

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
5,245,733

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
4,174,819

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
6,911,197

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
10,328,970

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
4,599,326

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
3,204,806

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
4,268,495

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
6,802,314

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
8,951,804

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
3,041,192

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　ひかり電話料金の支出について（令和２年９月分）
147,613

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　大阪市総務事務センター運営事業に関する包括的業務委託　長期継続に係る経費の支出について（令和２年９月分）
37,381,666

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　総務事務システム開発及び運用保守業務委託に係る経費の支出について（令和２年度上半期）
160,328,190

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 補償、補填及賠償金　賠償金 職員情報システムサーバ機器等一式長期借入の契約解除による損害賠償の経費の支出について
32,972,500

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 補償、補填及賠償金　賠償金 職員情報システム端末機器等一式長期借入の契約解除による損害賠償の経費の支出について
11,794,200

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
17,458,329

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 月途中採用者の給与支給（２－１６）
131,181

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 月途中採用者の給与支給（２－１６）
100,363

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 月途中採用者の給与支給（２－１６）
20,989

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 月途中採用者の給与支給（２－１６）
16,058

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
9,278,190

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
11,550,675

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
10,967,011

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
9,510,568

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
19,736,072

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
16,226,339

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
8,861,022

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
18,069,253

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
11,148,422
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人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
11,516,242

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
11,421,023

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
17,270,395

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
17,115,901

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
14,265,571

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
11,153,578

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
11,260,615

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
9,516,718

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
11,396,866

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
31,364,083

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
21,797,118

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
12,177,828

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
3,099,180

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
11,041,400

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
12,309,040

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
14,196,797

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
10,287,219

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
78,254,569

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
1,513,105

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
133,287

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
5,739,750

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
56,285,225

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 健康費 職員費 給料　給料 月途中採用者の給与支給（２－１６）
160,580

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　地域手当 月途中採用者の給与支給（２－１６）
25,692

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 健康費 健康費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
59,751,823

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
125,811,543

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
261,741

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 環境費 環境費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
148,081,124

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
27,003,696

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
2,956,267

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
116,503,768

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
17,800,893

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
2,666,785

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
1,916,571

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
734,644

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 河川費 河川費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
200,692

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
2,817,094

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
10,808,967

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
10,752,245

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
664,260

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
18,148,611

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
11,182,142

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
14,708,024

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 給料　給料 月途中採用者の給与支給（２－１６）
104,500

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　地域手当 月途中採用者の給与支給（２－１６）
16,720

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
22,134,813

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
16,118,856
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人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
290,819,290

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
60,274,995

人事室 管理課 令和02年10月30日 一般会計 大学費 大学費 管理費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
4,312,920

人事室 管理課 令和02年10月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
1,073,373

人事室 管理課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
27,060,229

人事室 管理課 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 月途中採用者の給与支給（２－１６）_物件費
127,683

人事室 管理課 令和02年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
6,637,430

人事室 管理課 令和02年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
5,212,132

人事室 管理課 令和02年10月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
203,998

人事室 管理課 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
19,642,029

人事室 職員人材開発センター 令和02年10月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 一般事務用　職員人材開発センター電気料金の支出について（８月分）
38,736

人事室 職員人材開発センター 令和02年10月01日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　職員人材開発センター電気料金の支出について（８月分）
336,446

人事室 職員人材開発センター 令和02年10月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 一般事務用　職員人材開発センター電気料金の支出について（８月分）
50,612

人事室 職員人材開発センター 令和02年10月02日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 令和２年度　新採用者フォローアップ研修に係る経費の支出について　階層別研修用
914,300

人事室 職員人材開発センター 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（８月分）②
584

人事室 職員人材開発センター 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 使用料及賃借料　使用料 職員人材開発センター研修用パソコン等機器の長期借入に係る経費の支出について（令和２年９月分）
126,940

人事室 職員人材開発センター 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 負担金、補助及交付金　会費 自己啓発支援用　大学院受講支援に係る支援金の支出について（平成31年度入学分第４回水道局所属職員分）
267,900

人事室 職員人材開発センター 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 負担金、補助及交付金　会費 自己啓発支援用　大学院受講支援に係る支援金の支出について（平成31年度入学分第５回都市交通局所属職員分）
267,900

人事室 職員人材開発センター 令和02年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 一般事務用　令和2年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（９月請求分）
5,449

人事室 職員人材開発センター 令和02年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　令和2年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（９月請求分）
94,278

人事室 職員人材開発センター 令和02年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 一般事務用　令和2年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（９月請求分）
4,066

人事室 職員人材開発センター 令和02年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 一般事務用　令和2年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（９月請求分）
8,720

人事室 職員人材開発センター 令和02年10月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 一般事務用　令和2年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（９月請求分）
42,812

人事室 職員人材開発センター 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,760

人事室 職員人材開発センター 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（９月分）
8,469

人事室 職員人材開発センター 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（９月分）
6,490

人事室 職員人材開発センター 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）昇降機設備保守点検業務委託の実施にかかる経費の支出について（４～９月分）
757,006

人事室 職員人材開発センター 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）昇降機設備保守点検業務委託の実施にかかる経費の支出について（４～９月分）
291,852

人事室 職員人材開発センター 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）昇降機設備保守点検業務委託の実施にかかる経費の支出について（４～９月分）
528,955

人事室 職員人材開発センター 令和02年10月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）昇降機設備保守点検業務委託の実施にかかる経費の支出について（４～９月分）
527,903

経済戦略局 総務課 令和02年10月01日 一般会計 大学費 大学費 運営推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度大阪市公立大学法人大阪運営費交付金（通常分）の支出について（第４回・第３四半期分）
1,740,042,000

経済戦略局 総務課 令和02年10月01日 一般会計 大学費 大学費 整備推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度大阪市公立大学法人大阪運営費交付金（通常分）の支出について（第４回・第３四半期分）
50,000,000

経済戦略局 総務課 令和02年10月02日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月１日～９月23日分）
28,297

経済戦略局 総務課 令和02年10月02日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月１日～９月23日分）
5,690

経済戦略局 総務課 令和02年10月02日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月１日～９月23日分）
1,720

経済戦略局 総務課 令和02年10月02日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月１日～９月23日分）
1,092

経済戦略局 総務課 令和02年10月02日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月１日～９月23日分）
168

経済戦略局 総務課 令和02年10月02日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月１日～９月23日分）
252

経済戦略局 総務課 令和02年10月02日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月１日～９月23日分）
5,376

経済戦略局 総務課 令和02年10月09日 一般会計 大学費 大学費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度全国公立医科・歯科大学設置団体協議会にかかる会費の支出について
30,000

経済戦略局 総務課 令和02年10月13日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月24日～９月30日分）
18,700

経済戦略局 総務課 令和02年10月13日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月24日～９月30日分）
84

経済戦略局 総務課 令和02年10月15日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局市場庁舎事務用電話代（ＦＡＸ用、９月分）の支出について
9,835

経済戦略局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 令和２年度総務課事務用「一般公益社団・財団法人の実務」の概算買入にかかる経費の支出について（概算契約）
9,598

経済戦略局 総務課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（咲洲庁舎）一般事務用電話代の支出について（８月分）
4,840

経済戦略局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入にかかる支出（令和2年9月分）について
12,292

経済戦略局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 令和２年度総務課事務用地方公共団体　契約実務の要点外６点の購入にかかる経費の支出について（概算契約）
7,570
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経済戦略局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（O's棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（９月分）
679,117

経済戦略局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（ITM棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（９月分）
310,835

経済戦略局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入および経費にかかる支出（令和2年9月分）について
52,420

経済戦略局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）（２）一式長期借入にかかる支出（令和2年9月分）について
8,496

経済戦略局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度経済戦略局庁内情報利用環境プリンタ一式（長期借入）の支出（令和2年9月分）について
45,100

経済戦略局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入にかかる支出（令和2年9月分）について
3,630

経済戦略局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入にかかる支出（令和2年9月分）について
703,679

経済戦略局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局ファクシミリ装置一式長期借入にかかる支出（令和2年9月分）について
44,220

経済戦略局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度経済戦略局点字パソコン等機器一式長期借入（その２）の支出（令和2年9月分）について
89,650

経済戦略局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（Ｏ’ｓ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（令和２年9月分）
1,100

経済戦略局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（ＩＴＭ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（令和２年9月分）
550

経済戦略局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入にかかる支出（令和2年9月分）について
455,301

経済戦略局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入にかかる支出（令和2年9月分）について
38,417

経済戦略局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度中央卸売市場本場業務管理棟にかかる共益費の支出（令和2年10月分）について
2,114,766

経済戦略局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度経済戦略局ＡＴＣ庁舎（ＩＴＭ棟）における不動産賃貸借経費の支出（令和2年11月分）について
3,787,139

経済戦略局 総務課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度経済戦略局ＡＴＣ庁舎（Ｏ’ｓ棟）における不動産賃貸借経費の支出（令和2年11月分）について
6,292,611

経済戦略局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 新型コロナウイルス感染症拡大防止措置にかかる手指消毒アルコールの購入経費の支出について
66,000

経済戦略局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 一般事務用産経新聞買入にかかる支出について（令和２年７～９月分）
24,222

経済戦略局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 一般事務用複写関連消耗品（コピー代）経費の支出について（９月分）
183,543

経済戦略局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 経済戦略局市場庁舎における光熱費（電気代）にかかる所要経費の支出について（９月分）
141,110

経済戦略局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 経済戦略局市場庁舎における光熱水費（水道代）にかかる所要経費の支出について（９月分）
5,275

経済戦略局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 委託料　委託料 令和２年度ＡＴＣ庁舎及び中央卸売市場本場庁舎清掃業務委託にかかる委託料の支出について（７月・８月・９月分）
272,422

経済戦略局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金（大阪市・府共同）事業にかかる情報通信設備改修整備業務委託にかかる委託料の支出について
238,700

経済戦略局 総務課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 令和２年度ＡＴＣ庁舎及び中央卸売市場本場庁舎清掃業務委託にかかる委託料の支出について（７月・８月・９月分）
37,503

経済戦略局 総務課 令和02年10月27日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 負担金、補助及交付金　分担金 経済戦略局倉庫にかかる衛生組合分担金の支出について（令和２年10月分）
6,000

経済戦略局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 令和２年度総務課（計理・調達）業務にかかる市内出張交通費の支出について（９月分）
8,919

経済戦略局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 一般事務用朝日新聞・日本経済新聞購読にかかる支出について（令和２年７月～令和２年９月分）
53,622

経済戦略局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 一般事務用読売新聞買入にかかる支出について（令和２年４月～令和２年９月分）
52,800

経済戦略局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 令和２年度総務課事務用地方自治関係実例判例集外２点の購入にかかる経費の支出について（概算契約）
11,132

経済戦略局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 一般事務用毎日新聞買入にかかる支出について（令和２年７月～令和２年９月分）
24,222

経済戦略局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
914

経済戦略局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
20,190

経済戦略局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
390

経済戦略局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
84

経済戦略局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（単価契約）長期継続（経済戦略局）一式（ＩＴＭ棟９月分）の支出について
7,920

経済戦略局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（単価契約）長期継続（経済戦略局）一式（大阪府咲洲庁舎９月分）の支出について
4,895

経済戦略局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
614

経済戦略局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
1,720

経済戦略局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
244

経済戦略局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
280

経済戦略局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
850

経済戦略局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
29,197

経済戦略局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
730

経済戦略局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
17,023

経済戦略局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
7,089

経済戦略局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
863

経済戦略局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
47,658
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経済戦略局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（単価契約）長期継続（経済戦略局）一式（大学９月分）の支出について
4,895

経済戦略局 総務課 令和02年10月30日 一般会計 大学費 大学費 運営推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度大阪市授業料等減免費交付金の支出について
264,105,400

経済戦略局 施設整備課 令和02年10月09日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 経済戦略局施設整備課事務用市内出張等交通費にかかる支出について（８月分）
48,702

経済戦略局 観光課 令和02年10月01日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 負担金、補助及交付金　分担金 水と光のまちづくり推進事業にかかる分担金の支出について（第２回目）
8,875,000

経済戦略局 観光課 令和02年10月02日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費の支出について（令和２年６月分）
82,421

経済戦略局 観光課 令和02年10月02日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 需用費　光熱水費 御堂筋（新橋～難波西口）電源設備にかかる電気代の支出について（9月分）
7,560

経済戦略局 観光課 令和02年10月02日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費の支出について（令和２年６月分）
320

経済戦略局 観光課 令和02年10月09日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 需用費　光熱水費 御堂筋（大江橋北詰～阪神前）電源設備にかかる電気代の支出について（9月分）
5,778

経済戦略局 観光課 令和02年10月09日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 負担金、補助及交付金　分担金 観光事業用　令和２年度大阪観光局事業にかかる分担金の支出について（第３四半期分）
68,750,000

経済戦略局 観光課 令和02年10月14日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費の支出について（令和２年７月分）
79,625

経済戦略局 観光課 令和02年10月14日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費の支出について（令和２年７月分）
1,270

経済戦略局 観光課 令和02年10月15日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 報償費　報償金 観光案内板機能強化事業にかかる有識者会議の開催に伴う報奨金の支出について（令和２年９月24日実施分）
50,760

経済戦略局 観光課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 報償費　報償金 豊臣石垣公開施設整備に伴う文化庁係官の現地調査指導にかかる派遣経費の支出について
29,240

経済戦略局 観光課 令和02年10月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 大阪城天守閣の庁内情報パソコンにかかるネットワーク回線使用料の支払いについて（９月分）
20,186

経済戦略局 観光課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便（９月分）の支出について
8,966

経済戦略局 観光課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便（９月分）の支出について
30,231

経済戦略局 観光課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 委託料　委託料 観光バス乗降場の利便性向上事業用　令和２年度日本橋観光バス乗降スペース等における交通誘導警備業務委託料の支出について（９月分）
1,332,320

経済戦略局 観光課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度北前船日本遺産推進協議会負担金にかかる経費の支出について
500,000

経済戦略局 観光課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便（９月分）の支出について
298

経済戦略局 文化課 令和02年10月02日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 令和元年度大阪市立芸術創造館指定管理者による施設の管理運営状況に関する評価にかかる専門委員会報償金の支出について
33,000

経済戦略局 文化課 令和02年10月02日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 博物館支援担当　市内出張交通費（７月分）の支出について
35,737

経済戦略局 文化課 令和02年10月02日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 博物館関連資料保管施設の誘導灯交換用電池の購入にかかる経費の支出について
13,200

経済戦略局 文化課 令和02年10月05日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報酬　其他委員等報酬 令和２年度大阪市地方独立行政法人大阪市博物館機構評価委員会実施にかかる報酬の支出について（令和２年９月１０日実施分）
19,500

経済戦略局 文化課 令和02年10月06日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報酬　其他委員等報酬 令和２年度大阪市地方独立行政法人大阪市博物館機構評価委員会実施にかかる報酬及び費用弁償の支出について（令和２年９月１０日実施分）
78,000

経済戦略局 文化課 令和02年10月06日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　費用弁償 令和２年度大阪市地方独立行政法人大阪市博物館機構評価委員会実施にかかる報酬及び費用弁償の支出について（令和２年９月１０日実施分）
96,940

経済戦略局 文化課 令和02年10月06日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化部文化振興グループ事務用市内出張交通費の支出について（令和２年６月分）
44,143

経済戦略局 文化課 令和02年10月08日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（そう楽舎）
200,000

経済戦略局 文化課 令和02年10月09日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（ももちの世界）
182,000

経済戦略局 文化課 令和02年10月12日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度地方独立行政法人大阪市博物館機構運営費交付金（第３回）にかかる経費の支出について
506,177,000

経済戦略局 文化課 令和02年10月13日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について
100,000

経済戦略局 文化課 令和02年10月14日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（BALLETFUTURE公演実行委員会）
225,000

経済戦略局 文化課 令和02年10月15日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について
104,000

経済戦略局 文化課 令和02年10月22日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について
200,000

経済戦略局 文化課 令和02年10月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化部文化振興グループ事務用市内出張交通費の支出について（令和２年７月分）
40,751

経済戦略局 文化課 令和02年10月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 史跡難波宮跡にかかる電気料金の支払いについて（令和２年９月分）
5,226

経済戦略局 文化課 令和02年10月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立芸術創造館管理運営業務にかかる委託料の支出について（９月分）
2,168,000

経済戦略局 文化課 令和02年10月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 令和２年度泉布観機械警備業務委託（長期継続）にかかる支出について（７月～９月分）
92,070

経済戦略局 文化課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務参考用　読売新聞（令和２年７月～令和２年９月分）購読にかかる支出について
39,600

経済戦略局 文化課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務参考用　朝日新聞・日本経済新聞（令和２年７月～令和２年９月分）購読にかかる支出について
80,433

経済戦略局 文化課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 文化部事務用　後納郵便料金（９月分）の支出について
7,748

経済戦略局 文化課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
231

経済戦略局 文化課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 文化部事務用　後納郵便料金（９月分）の支出について
105

経済戦略局 文化課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 文化部事務用　後納郵便料金（９月分）の支出について
17,806

経済戦略局 文化課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 令和２年度大阪市こども本の森中之島指定管理業務にかかる業務代行料の支出について（第２四半期）
12,500,000

経済戦略局 立地推進担当 令和02年10月07日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 立地推進担当用　乾式電子複写機の使用料にかかる経費の支出について（８月分）
48,192

経済戦略局 立地推進担当 令和02年10月22日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 立地推進担当業務用市内出張等交通費の支出について（令和２年９月分）
11,482

経済戦略局 立地推進担当 令和02年10月22日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 アジア太平洋トレードセンター光熱費（ビジネスサポートオフィス分）の支出について（９月分）
61,455
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経済戦略局 立地推進担当 令和02年10月22日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 立地推進担当用　アジア太平洋トレードセンター構内配線使用料（ビジネスサポートオフィス用９月分）の支出について
3,300

経済戦略局 立地推進担当 令和02年10月22日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 立地推進担当用　アジア太平洋トレードセンター賃借料の支出について（ビジネスサポートオフィス11月分）
986,179

経済戦略局 イノベーション担当 令和02年10月09日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　筆耕翻訳料 令和２年度各種審議会等議事録作成業務委託契約に係る経費の支出について（令和２年７月29日開催　大阪市イノベーション促進評議会分）
26,136

経済戦略局 イノベーション担当 令和02年10月14日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 大阪イノベーションハブおける小規模事業所向け通信サービスの使用にかかる経費の支出について（令和２年８月分）
5,225

経済戦略局 イノベーション担当 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪イノベーションハブの設置にかかる賃料の支出について（令和２年１１月分）
3,124,528

経済戦略局 イノベーション担当 令和02年10月20日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル光熱費（令和２年９月分）の支出について
48,394

経済戦略局 イノベーション担当 令和02年10月20日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 負担金、補助及交付金　分担金 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル分担金（令和２年10月分）の支出について
1,080,559

経済戦略局 イノベーション担当 令和02年10月22日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 大阪イノベーションハブにおける電気代の支出について（令和2年9月分）
103,428

経済戦略局 イノベーション担当 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度大阪デザイン振興プラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（令和２年１１月分）
16,307,183

経済戦略局 イノベーション担当 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度ＡＴＣエイジレスセンター事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（令和２年１１月分）
29,955,402

経済戦略局 イノベーション担当 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度ＡＴＣグリーンエコプラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（令和２年１１月分）
17,839,799

経済戦略局 イノベーション担当 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度ソフト産業プラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（令和2年11月分）
6,943,278

経済戦略局 イノベーション担当 令和02年10月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 大阪イノベーションハブおける小規模事業所向け通信サービスの使用にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
4,895

経済戦略局 イノベーション担当 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報酬　其他委員等報酬 令和２年度第１回大阪市イノベーション促進評議会の開催に係る委員報酬の支出について
69,000

経済戦略局 イノベーション担当 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 イノベーション担当業務にかかる市内出張交通費等の支出について（９月分）
14,289

経済戦略局 国際担当 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　其他委員等旅費 会計年度任用職員にかかる市内等交通費の支出について（９月分）
560

経済戦略局 国際担当 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 国際担当用市内等出張交通費の支出について（８月分）
10,032

経済戦略局 国際担当 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 国際担当用市内等出張交通費の支出について（８月分）
8,091

経済戦略局 国際担当 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 国際交流員用住居（北区）にかかる建物賃借料の支出について（10月分）
58,900

経済戦略局 国際担当 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 国際交流員用住居（港区）にかかる建物賃借料の支出について（11月分）
58,800

経済戦略局 国際担当 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 負担金、補助及交付金　交付金 大阪国際交流センター事業交付金の支出について（令和２年度下半期分）
53,117,500

経済戦略局 国際担当 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ輸入住宅促進センター事業にかかる不動産賃借料の支出について（令和２年11月分）
13,611,052

経済戦略局 国際担当 令和02年10月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 負担金、補助及交付金　海外事務所運営分担金 令和2年度海外事務所の運営にかかる大阪市分担金の支出について（第3四半期）
8,564,000

経済戦略局 国際担当 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 国際交流企画用　乾式電子複写機の使用に係る経費の支出について（令和２年９月分）
24,610

経済戦略局 産業振興課 令和02年10月09日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報償費　報償金 建物不法占有にかかる未収債権回収等委任業務着手金の支出について
110,000

経済戦略局 産業振興課 令和02年10月09日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（農業担当）市内出張交通費等の支出について（令和２年８月分）
2,754

経済戦略局 産業振興課 令和02年10月09日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（農業担当）市内出張交通費等の支出について（令和２年８月分）
7,020

経済戦略局 産業振興課 令和02年10月09日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（施設管理担当）市内出張交通費等の支出について（令和２年８月分）【産業振興対策事務費】
33,160

経済戦略局 産業振興課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 農業担当事務用日本農業新聞（令和２年４月～令和３年３月）買入経費の支出について（令和２年７～９月分）
7,869

経済戦略局 産業振興課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業技術研究所費 負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度地方独立行政法人大阪産業技術研究所運営費交付金の支出について（施設改修費以外）（第３回目/全４回）
311,261,000

経済戦略局 産業振興課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業技術研究所費 負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度地方独立行政法人大阪産業技術研究所運営費交付金の支出について（施設改修費以外）（第３回目/全４回）
6,242,000

経済戦略局 産業振興課 令和02年10月21日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 日刊工業新聞（令和２年４月～令和３年３月）買入にかかる支出について
14,163

経済戦略局 産業振興課 令和02年10月21日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度大阪府農業共済事業分担金の支出について（産業振興対策事務費）
923,000

経済戦略局 産業振興課 令和02年10月21日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度複写式営農計画書に係る分担金の支出について【米穀生産対策事業】
8,855

経済戦略局 産業振興課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報償費　報償金 法律相談等の実施にかかる支出について（令和２年７月～９月）【産業振興施設等管理】
35,750

経済戦略局 産業振興課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　其他委員等旅費 産業振興課（会計年度任用職員）市内出張交通費の支出について（令和２年９月分）【産業振興対策事務費】
610

経済戦略局 産業振興課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（施設管理担当）市内出張交通費等の支出について（令和２年９月分）【産業振興対策事務費】
28,700

経済戦略局 産業振興課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課(産業振興担当並びに経済対策担当)事務用市内出張旅費等の支出について(令和２年６月分)
5,443

経済戦略局 産業振興課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課(産業振興担当並びに経済対策担当)事務用市内出張旅費等の支出について(令和２年６月分)
12,114

経済戦略局 産業振興課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 大阪市商店街振興ふるさと寄附金にかかる記念品の購入代金及び配送料の支出について（令和２年９月分）
134,671

経済戦略局 産業振興課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 大阪市商店街振興ふるさと寄附金にかかる管理業務委託料の支出について（令和２年８月分）
34,320

経済戦略局 産業振興課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 此花小売市場民営活性化事業施設用地賃借料の支出について
204,531

経済戦略局 産業振興課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 此花小売市場民営活性化事業施設用地賃借料の支出について
1,928,744

経済戦略局 産業振興課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（農業担当）市内出張交通費等の支出について（令和２年９月分）
6,830

経済戦略局 産業振興課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（商業担当）市内出張交通費等の支出について（令和２年７～８月分）
27,656

経済戦略局 産業振興課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（農業担当）市内出張交通費等の支出について（令和２年９月分）
460

経済戦略局 産業振興課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（農業担当）市内出張交通費等の支出について（令和２年９月分）
3,734
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経済戦略局 産業振興課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（令和２年９月分）
224

経済戦略局 産業振興課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 もと玉出公設市場機械警備業務委託（長期継続）にかかる委託料の支出について（７～９月分）【小売市場施設管理】
66,000

経済戦略局 産業振興課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 令和２年度もとゆとり健康創造館機械警備業務委託の支出について（９月分）
35,640

経済戦略局 産業振興課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業技術研究所費 負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度地方独立行政法人大阪産業技術研究所運営費交付金の支出について（ものづくり中小企業技術開発支援事業）
38,786,000

経済戦略局 計量検査所 令和02年10月02日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　印刷製本費 計量検査所啓発用　第９回「はかる」シンポジウム周知チラシの作成経費の支出について
27,500

経済戦略局 計量検査所 令和02年10月09日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　其他委員等旅費 計量検査所会計年度任用職員業務用市内出張交通費等の支出について（８月分）
1,580

経済戦略局 計量検査所 令和02年10月09日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 計量検査所業務用市内出張交通費等の支出について（８月分）
4,394

経済戦略局 計量検査所 令和02年10月12日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 計量検査所事務用複写関連消耗品（コピー代金）経費の支出について（８月分）
2,295

経済戦略局 計量検査所 令和02年10月12日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービス長期継続に係る支出について（８月分）【計量検査所費】
5,225

経済戦略局 計量検査所 令和02年10月26日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支出について（９月分）
3,755

経済戦略局 計量検査所 令和02年10月26日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支出について（９月分）
7,194

経済戦略局 計量検査所 令和02年10月27日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　電気料金の支出について（令和２年９月分）
93,848

経済戦略局 計量検査所 令和02年10月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 計量検査所事務用　郵便後納料金の支払いについて（９月分）
14,902

経済戦略局 計量検査所 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 計量検査所事務用複写関連消耗品（コピー代金）経費の支出について（９月分）
9,309

経済戦略局 計量検査所 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 令和２年度計量検査所指導用「食品表示マニュアル」追録ほか１点の概算買入にかかる支出について
12,144

経済戦略局 計量検査所 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 計量検査所庁舎機械警備業務委託（長期継続契約）の支出について（令和２年度上期分）
15,840

経済戦略局 計量検査所 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 令和２年度特定計量器定期検査業務委託料の支出について（９月分）
3,517,588

経済戦略局 計量検査所 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 令和２年度大阪市八幡屋センタービル内計量検査所部分清掃業務委託料の支出について（９月分）
29,333

経済戦略局 計量検査所 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システム機器長期借入の支出について（令和２年９月分）
25,080

経済戦略局 計量検査所 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システムソフトウェア長期借入の支出について（令和２年９月分）
73,131

経済戦略局 企業支援課 令和02年10月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪産業創造館施設等使用料の還付について
373,350

経済戦略局 企業支援課 令和02年10月09日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について（８月分）
24,497

経済戦略局 企業支援課 令和02年10月09日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 企業支援事務用 大阪市庁内情報通信ネットワークにおける小規模事業者向け通信サービスにかかる通信運搬費の支出について（令和２年８月分）
5,225

経済戦略局 企業支援課 令和02年10月09日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について（８月分）
4,240

経済戦略局 企業支援課 令和02年10月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪産業創造館施設等使用料の還付について
170,975

経済戦略局 企業支援課 令和02年10月12日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 企業支援課業務にかかる市内出張旅費(7月分)の支出について　　(企業支援事務業務費　金融事務費)
4,896

経済戦略局 企業支援課 令和02年10月12日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度「創業・新事業創出・経営革新支援事業」にかかる交付金の支出について（第３四半期分）
95,781,500

経済戦略局 企業支援課 令和02年10月12日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　普通旅費 企業支援課業務にかかる市内出張旅費(7月分)の支出について　　(企業支援事務業務費　金融事務費)
3,070

経済戦略局 企業支援課 令和02年10月13日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　読売新聞の購入経費の支出について（令和２年４月～令和２年６月分）
13,200

経済戦略局 企業支援課 令和02年10月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪産業創造館施設等使用料の還付について
311,300

経済戦略局 企業支援課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　其他委員等旅費 認定業務にかかる市内出張交通費(９月分)の支出について(会計年度職員分）
1,334

経済戦略局 企業支援課 令和02年10月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪産業創造館施設等使用料の還付について
299,075

経済戦略局 企業支援課 令和02年10月20日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 令和２年度　大阪産業創造館管理業務にかかる経費の支出について（第３回目/全４回）
6,438,073

経済戦略局 企業支援課 令和02年10月20日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 令和２年度　大阪産業創造館管理業務にかかる経費の支出について（第３回目/全４回）
513,000

経済戦略局 企業支援課 令和02年10月20日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 令和２年度　大阪産業創造館管理業務にかかる経費の支出について（第３回目/全４回）
63,188,081

経済戦略局 企業支援課 令和02年10月20日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援課事務用　産経新聞の購入経費の支出について（令和２年７月～９月分）
12,111

経済戦略局 企業支援課 令和02年10月20日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援課事務用　毎日新聞外１紙の購入経費の支出について（令和２年７月～９月分）
26,811

経済戦略局 企業支援課 令和02年10月21日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪産業創造館施設等使用料の還付について
198,700

経済戦略局 企業支援課 令和02年10月26日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 企業支援課業務にかかる市内出張旅費の支出について(8月分)
2,688

経済戦略局 企業支援課 令和02年10月26日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　普通旅費 企業支援課業務にかかる市内出張旅費の支出について(8月分)
1,036

経済戦略局 企業支援課 令和02年10月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪産業創造館施設等使用料の還付について
313,350

経済戦略局 企業支援課 令和02年10月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　読売新聞の購入経費の支出について（令和２年７月～令和２年９月分）
13,200

経済戦略局 企業支援課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　朝日新聞外１紙（令和２年７月～令和２年９月分）買入経費の支出について
26,274

経済戦略局 企業支援課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 企業支援・金融事務用　後納郵便利用料の支出について(令和２年９月分)
3,560

経済戦略局 企業支援課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 役務費　通信運搬費 企業支援・金融事務用　後納郵便利用料の支出について(令和２年９月分)
210

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月02日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 通信サービス経費（大阪マラソン）の支出について（８月分）
5,225

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月09日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 （９月９日実施：野中小学校）トップアスリートによる「夢・授業」の経費の支出について
44,735
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経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月12日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 大阪市スポーツ振興施策検討有識者会議にかかる報償金の支出について（令和２年９月14日開催分）
101,940

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月14日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　費用弁償 スポーツ事務用　市内出張等交通費（令和２年８月分）の支出について
2,140

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月14日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　普通旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（令和２年８月分）の支出について
56,300

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月15日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,611

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月15日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
84

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 （９月16日実施：片江小学校）トップアスリート「夢・授業」の経費の支出について
34,660

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 （９月30日実施：九条南小学校）トップアスリートによる「夢・授業」の経費の支出について
35,680

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月19日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市スポーツ振興施策検討有識者会議の開催にかかる議事録作成業務委託料の支出について（令和２年９月14日開催分）
26,136

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月20日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 （９月３日実施：高津小学校ほか３校）トップアスリート「夢・授業」の経費の支出について
55,340

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月20日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 （９月３日実施：高津小学校ほか３校）トップアスリート「夢・授業」の経費の支出について
138,750

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月20日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システム機器一式長期借入にかかる使用料の支出について（令和２年９月分）
1,978,128

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月20日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　分担金 オータム・チャレンジ・スポーツ２０２０　アイスショー・スケート体験教室の実施にかかる同所要経費の支出について
3,100,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システム機器一式長期借入にかかる使用料の支出について（令和２年９月分）
163,428

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システム機器一式長期借入にかかる使用料の支出について（令和２年９月分）
11,584

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月22日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムに係る口座振替データ伝送等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
79,740

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 （９月29日実施：佃小学校）トップアスリートによる「夢・授業」の経費の支払いについて
27,680

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ部事務用　後納郵便料金（令和２年９月分）の支出について
86,340

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度　スポーツ施設管理用　淀川スポーツセンターに係る不動産賃借料の支出について（令和２年１０月分）
14,137,640

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　八幡屋公園及び大阪市中央体育館ほか１施設管理運営業務に係る経費の支出について（第３四半期分）
149,537,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　南港中央野球場及び南港中央庭球場管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
6,567,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 令和２年度　八幡屋公園及び大阪市中央体育館ほか１施設管理運営業務に係る経費の支出について（第３四半期分）
16,961,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
1,939,966

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムASPサービス提供一式　長期継続にかかる使用料の支出について（令和２年９月分）
699,022

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 パラリンピックスポーツ振興・育成事業にかかる会場使用料の支出について（種目：陸上　チーム名：ファインズ）
81,680

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
744,137

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムASPサービス提供一式　長期継続にかかる使用料の支出について（令和２年９月分）
316,443

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（令和２年９月分）
4,785

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムASPサービス提供一式　長期継続にかかる使用料の支出について（令和２年９月分）
2,035

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 （９月23日実施：豊仁小学校）トップアスリート「夢・授業」の経費の支払いについて（ダブルダッチ）
48,460

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 通信サービス経費（大阪マラソン）の支出について（９月分）
4,895

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　中央スポーツセンター・西スポーツセンター・西成スポーツセンター・西成屋内プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
20,261,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　生野スポーツセンター・生野屋内プール・城東屋内プール管理運営業務に係る経費（第２四半期分）の支出について
11,326,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　東成スポーツセンター・旭スポーツセンター・東成屋内プール・旭屋内プール・旭プール・旭児童プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
20,089,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　都島スポーツセンター・福島スポーツセンター・平野スポーツセンター・平野屋内プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
2,138,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　都島スポーツセンター・福島スポーツセンター・平野スポーツセンター・平野屋内プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
5,549,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　都島スポーツセンター・福島スポーツセンター・平野スポーツセンター・平野屋内プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
22,342,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　此花スポーツセンター・都島屋内プール・中央屋内プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
11,936,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　天王寺スポーツセンター・城東スポーツセンター・真田山プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
52,517,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　西淀川スポーツセンター・阿倍野スポーツセンター・住吉スポーツセンター・住吉屋内プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
2,900,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　東成スポーツセンター・旭スポーツセンター・東成屋内プール・旭屋内プール・旭プール・旭児童プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
26,958,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　此花スポーツセンター・都島屋内プール・中央屋内プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
15,958,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　東淀川体育館・淀川スポーツセンター・東淀川スポーツセンター・東淀川屋内プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
21,859,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　東住吉スポーツセンター・西屋内プール・阿倍野屋内プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
7,114,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　此花スポーツセンター・都島屋内プール・中央屋内プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
4,484,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　浪速スポーツセンター・浪速屋内プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
19,112,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　東淀川体育館・淀川スポーツセンター・東淀川スポーツセンター・東淀川屋内プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
2,234,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　生野スポーツセンター・生野屋内プール・城東屋内プール管理運営業務に係る経費（第２四半期分）の支出について
23,453,000
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経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　千島体育館・港スポーツセンター・大正スポーツセンター・大正屋内プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
2,100,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　東住吉スポーツセンター・西屋内プール・阿倍野屋内プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
12,877,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　長居プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
15,462,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　千島体育館・港スポーツセンター・大正スポーツセンター・大正屋内プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
4,000,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　中央スポーツセンター・西スポーツセンター・西成スポーツセンター・西成屋内プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
5,838,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　千島体育館・港スポーツセンター・大正スポーツセンター・大正屋内プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
21,650,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　修道館及び大阪城弓道場管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
14,435,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　北スポーツセンター・扇町プール・下福島プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
18,319,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　北スポーツセンター・扇町プール・下福島プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
11,891,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　中央スポーツセンター・西スポーツセンター・西成スポーツセンター・西成屋内プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
4,008,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　住之江スポーツセンター管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
5,775,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　東淀川体育館・淀川スポーツセンター・東淀川スポーツセンター・東淀川屋内プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
5,720,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　西淀川スポーツセンター・阿倍野スポーツセンター・住吉スポーツセンター・住吉屋内プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
30,811,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　天王寺スポーツセンター・城東スポーツセンター・真田山プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
7,364,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　東住吉スポーツセンター・西屋内プール・阿倍野屋内プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
14,616,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年10月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 令和２年度　西淀川スポーツセンター・阿倍野スポーツセンター・住吉スポーツセンター・住吉屋内プール管理運営業務に係る経費（第２四半期）の支出について
2,107,000

経済戦略局 国際博覧会推進室 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度経済戦略局東京赴任職員公舎に係る不動産賃借料の支出について（11月分）
154,000

経済戦略局 国際博覧会推進室 令和02年10月16日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度経済戦略局東京赴任職員公舎に係る不動産賃借料の支出（契約）について（11月分）
111,000

経済戦略局 国際博覧会推進室 令和02年10月21日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度経済戦略局東京赴任職員公舎に係る不動産賃借料の支出について（11月分）
120,000

経済戦略局 国際博覧会推進室 令和02年10月21日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度経済戦略局東京赴任職員公舎に係る不動産賃借料の支出について（11月分）
125,000

経済戦略局 国際博覧会推進室 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 旅費　普通旅費 令和２年度国際博覧会推進用市内出張交通費の支出について（８月分）
882

経済戦略局 国際博覧会推進室 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 旅費　特別旅費 【国際博覧会推進事業】経済戦略局東京赴任職員に係る帰任旅費、移転料及び着後手当の支出について
156,320

経済戦略局 国際博覧会推進室 令和02年10月23日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 旅費　特別旅費 【国際博覧会推進事業】経済戦略局東京赴任職員に係る赴任旅費、移転料及び着後手当の支出について
156,100

経済戦略局 国際博覧会推進室 令和02年10月26日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 旅費　普通旅費 令和２年度国際博覧会推進用市内出張交通費の支出について（９月分）
4,447

経済戦略局 国際博覧会推進室 令和02年10月26日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 旅費　特別旅費 【国際博覧会推進事業】経済戦略局東京赴任職員に係る赴任旅費、移転料及び着後手当の支出について
156,100

経済戦略局 国際博覧会推進室 令和02年10月26日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 役務費　通信運搬費 【国際博覧会推進事業】タクシー代の立替払にかかる支出について
37,830

経済戦略局 南港市場 令和02年10月07日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場管理用ハチ用殺虫剤ほか３点買入経費の支出について
36,465

経済戦略局 南港市場 令和02年10月07日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場管理用ハチ用殺虫剤ほか３点買入経費の支出について
162,470

経済戦略局 南港市場 令和02年10月07日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
16,800

経済戦略局 南港市場 令和02年10月09日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場管理用経皮吸収型消炎鎮痛剤ほか３点買入経費の支出について
89,870

経済戦略局 南港市場 令和02年10月09日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用大阪市中央卸売市場南港市場ファクシミリ機器長期借入にかかる経費の支出について（令和２年８月分）
5,390

経済戦略局 南港市場 令和02年10月12日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 負担金、補助及交付金　会費 施設管理用酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育の受講経費の支出について
9,500

経済戦略局 南港市場 令和02年10月15日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用「潤滑グリースほか２点　買入」にかかる費用の支出について
51,480

経済戦略局 南港市場 令和02年10月15日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 施設管理用可搬型複合ガス検知器一式（長期借入）にかかる費用の支出について（9月分）
12,741

経済戦略局 南港市場 令和02年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（令和２年８月分）
16,146

経済戦略局 南港市場 令和02年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用新聞購読経費の支出について（令和２年７～９月分）
34,680

経済戦略局 南港市場 令和02年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場管理用不織布マスク買入経費の支出について
423,500

経済戦略局 南港市場 令和02年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（中央卸売市場南港市場）一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
89,096

経済戦略局 南港市場 令和02年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（中央卸売市場南港市場）一式長期借入かかる経費の支出について（令和２年９月分）
5,864

経済戦略局 南港市場 令和02年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（中央卸売市場南港市場）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
12,848

経済戦略局 南港市場 令和02年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成28年度庁内情報利用パソコン等機器(中央卸売市場南港市場)（２）一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
23,060

経済戦略局 南港市場 令和02年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内ネットワーク用プロッター長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
5,368

経済戦略局 南港市場 令和02年10月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用「墜落制止用器具ほか１点　買入」にかかる費用の支出について
96,800

経済戦略局 南港市場 令和02年10月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用「ガス湯沸器　買入」にかかる費用の支出について
55,000

経済戦略局 南港市場 令和02年10月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用令和２年度大阪市中央卸売市場南港市場汚水処理施設運転管理業務委託にかかる費用の支出について（9月分）
1,529,990

経済戦略局 南港市場 令和02年10月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用カラーデジタル複合機コピー代の支出について（令和２年９月分）
16,062

経済戦略局 南港市場 令和02年10月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用令和２年度大阪市中央卸売市場南港市場構内清掃等業務委託に係る経費の支出について（９月分）
639,430



令和２年度（令和２年10月）　公金支出情報

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

経済戦略局 南港市場 令和02年10月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用令和２年度大阪市中央卸売市場南港市場胃内容物処理等業務委託にかかる所要経費の支出について（９月分）
359,645

経済戦略局 南港市場 令和02年10月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用令和２年度大阪市中央卸売市場南港市場と畜関連処理等業務委託にかかる所要経費の支出について（９月分）
4,055,700

経済戦略局 南港市場 令和02年10月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場解体室等衛生管理業務委託（長期継続）にかかる所要経費の支出について（９月分）
5,115,000

経済戦略局 南港市場 令和02年10月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用大阪市中央卸売市場南港市場ファクシミリ機器長期借入にかかる経費の支出について（令和２年９月分）
5,390

経済戦略局 南港市場 令和02年10月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場自動体外式除細動器（AED)一式長期借入契約にかかる所要経費の支出について（９月分）
4,488

経済戦略局 南港市場 令和02年10月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用新聞購読経費の支出について（令和２年７～９月分）
12,111

経済戦略局 南港市場 令和02年10月22日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用「配管洗浄剤　買入（その２）」にかかる費用の支出について
52,800

経済戦略局 南港市場 令和02年10月22日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用「径違いソケットほか30点　買入」にかかる費用の支出について
672,557

経済戦略局 南港市場 令和02年10月22日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用「酸素ガス充填（容器１）ほか３点　買入（その２）」にかかる費用の支出について
8,800

経済戦略局 南港市場 令和02年10月22日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 施設管理用「酸素ガス充填（容器１）ほか３点　買入（その２）」にかかる費用の支出について
13,200

経済戦略局 南港市場 令和02年10月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用銃砲火薬買入経費の支出について（９月分）
148,500

経済戦略局 南港市場 令和02年10月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用電気料金の支出について（９月分）
9,758,350

経済戦略局 南港市場 令和02年10月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用電気料金の支出について（福利厚生棟９月分）
75,513

経済戦略局 南港市場 令和02年10月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 食肉処理場管理用令和２年度大阪市中央卸売市場南港市場技術職員作業衣等洗濯業務委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（９月分）
270,677

経済戦略局 南港市場 令和02年10月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用令和２年度大阪市中央卸売市場南港市場一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（９月分）
977,856

経済戦略局 南港市場 令和02年10月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用令和２年度大阪市中央卸売市場南港市場牛頭部粉砕業務委託にかかる所要経費の支出について（９月分）
381,700

経済戦略局 南港市場 令和02年10月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用令和２年度大阪市中央卸売市場南港市場焼却処理施設運転管理業務委託にかかる費用の支出について（9月分）
1,238,325

経済戦略局 南港市場 令和02年10月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用令和２年度大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（燃え殻・ばいじん）収集運搬業務委託にかかる所要経費の支出について（９月分）
16,280

経済戦略局 南港市場 令和02年10月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用令和２年度大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）収集運搬業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（９月分）
648,908

経済戦略局 南港市場 令和02年10月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場施設衛生管理業務委託長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
892,222

経済戦略局 南港市場 令和02年10月26日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用下水道料金の支出について（９月分）
7,477,001

経済戦略局 南港市場 令和02年10月26日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用工業用水道の支出について（９月分）
480,040

経済戦略局 南港市場 令和02年10月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場管理用動物用消毒液買入経費の支出について（９月分）
752,400

経済戦略局 南港市場 令和02年10月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場管理用ふきとり検査用スワブキットほか２点買入経費の支出について
73,865

経済戦略局 南港市場 令和02年10月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用「大阪市中央卸売市場南港市場中央監視等業務委託　長期継続」にかかる費用の支出について（９月分）
3,532,100

経済戦略局 南港市場 令和02年10月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用令和２年度大阪市中央卸売市場南港市場情報処理設備保守委託にかかる費用の支出について（第１回中間払）
1,254,000

経済戦略局 南港市場 令和02年10月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 施設管理用「大阪市中央卸売市場南港市場空調設備等運転管理業務委託　長期継続」にかかる経費の支出について（9月分）
2,057

経済戦略局 南港市場 令和02年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場管理用銃砲部品ほか２点買入経費の支出について
341,902

経済戦略局 南港市場 令和02年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用「鋼製グレーチング(製作品）ほか５点　買入」にかかる費用の支出について
125,400

経済戦略局 南港市場 令和02年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用「透明ビニールシートほか９点　買入」にかかる費用の支出について
264,000

経済戦略局 南港市場 令和02年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用ガバットファイルほか14点買入にかかる同経費の支出について
34,452

経済戦略局 南港市場 令和02年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（燃え殻）最終処分にかかる所要経費の支出について（９月分）
20,680

経済戦略局 南港市場 令和02年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用令和２年度大阪市中央卸売市場南港市場牛内臓処理等業務委託にかかる所要経費の支出について（７月～９月分）
4,028,748

経済戦略局 南港市場 令和02年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用「大阪市中央卸売市場南港市場空調設備等運転管理業務委託　長期継続」にかかる経費の支出について（9月分）
3,390,436

経済戦略局 南港市場 令和02年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用令和２年度大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）処分業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（９月分）
2,662,957

経済戦略局 南港市場 令和02年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用令和２年度大阪市中央卸売市場南港市場バス運行業務委託（概算契約）に係る所要経費の支出について（９月分）
1,848,000

経済戦略局 南港市場 令和02年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場施設警備業務委託長期継続にかかる所要経費の支出について（９月分）
3,240,201

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 ファクシミリ用トナーカートリッジ　買入にかかる経費の支出について
38,610

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月09日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 旅費　普通旅費 日本記者クラブ記者会見（知事市長出席）の対応にかかる出張について（令和２年９月23日）
29,758

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月09日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 旅費　普通旅費 特別区制度の検討状況の報告等にかかる出張について（令和２年９月16日）
88,460

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月09日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,811

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月09日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　印刷製本費 「特別区設置協定書の説明会周知ビラ（仮称）」（その２）印刷にかかる経費の支出について
2,643,300

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月09日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月09日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 委託料　委託料 「特別区設置協定書の概要」（仮称）パンフレット企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
31,740,280

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月09日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 委託料　委託料 点字版「特別区設置協定書の概要」（仮称）制作業務委託にかかる経費の支出について
152,460

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月09日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 委託料　委託料 点字版「特別区設置協定書の概要」（仮称）パンフレット制作業務委託にかかる経費の支出について
1,018,380

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月09日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（副首都推進局）一式　長期借入にかかる経費の支出について
3,769
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副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月09日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 使用料及賃借料　使用料 副首都推進局事務用　平成２９年度ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（副首都推進局）一式　長期借入にかかる経費の支出について
5,474

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月09日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（副首都推進局）一式　長期借入にかかる経費の支出について
273,718

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 使用料及賃借料　使用料 特別区設置協定書に関する住民説明会にかかる会場使用料等の支出について（令和２年９月２６日クレオ大阪中央）
323,410

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 役務費　筆耕翻訳料 各種会議等録音反訳業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（第37回大都市制度（特別区設置）協議会・9月4日開催分）
10,450

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 使用料及賃借料　使用料 特別区設置協定書に関する住民説明会にかかる会場使用料等の支出について（令和２年９月２６日大阪市中央公会堂）
611,060

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 使用料及賃借料　使用料 特別区設置協定書に関する住民説明会にかかる会場使用料等の支出について（令和２年９月２７日アートホテル大阪ベイタワー）
964,260

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 役務費　通信運搬費 副首都推進局事務用　料金後納郵便経費の支出について（９月分）
448,938

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 役務費　通信運搬費 副首都推進局事務用　郵便経費（料金受取人払い）の支出について（企画担当分９月分）
5,257

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 役務費　通信運搬費 副首都推進局事務用　料金後納郵便経費の支出について（９月分）
83,682

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 役務費　筆耕翻訳料 各種会議等録音反訳業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（第1回特別区制度（いわゆる大阪都構想）に係る住民理解促進のための意見交換・8月14日開催分）
52,250

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 役務費　筆耕翻訳料 各種会議等録音反訳業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（第36回大都市制度（特別区設置）協議会・7月31日開催分）
10,450

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 役務費　筆耕翻訳料 各種会議等録音反訳業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（第2回特別区制度（いわゆる大阪都構想）に係る住民理解促進のための意見交換・9月7日開催分）
52,250

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 委託料　委託料 「特別区設置協定書の説明会周知ビラ」（仮称）全戸配布業務委託（概算契約）（その２）にかかる経費の支出について
34,335,376

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 使用料及賃借料　使用料 特別区設置協定書に関する住民説明会にかかる会場使用料等の支出について（令和２年１０月４日大阪府立労働センター）
527,420

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 委託料　委託料 「特別区設置協定書の概要」（仮称）タブロイド企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
4,385,920

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-V6080）の支出について（９月分）
50,253

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-V7080）の支出について（９月分）
96,225

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-V7080）の支出について（９月分）
24,756

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-V7080）の支出について（９月分）
92,854

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 使用料及賃借料　使用料 特別区設置協定書に関する住民説明会にかかる会場使用料等の支出について（令和２年９月２７日スイスホテル大阪南海）
1,867,195

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 使用料及賃借料　使用料 特別区設置協定書に関する住民説明会にかかる会場使用料等の支出について（令和２年１０月３日ハービスＨＡＬＬ）
1,805,540

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 役務費　通信運搬費 動画配信用情報通信機器の買入並びに通信サービス契約（その２）にかかる経費の支出について（令和２年１０月分）
4,010

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問にかかる報酬等の支出について（９月分）
194,552

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 旅費　費用弁償 特別顧問にかかる報酬等の支出について（９月分）
134,284

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 使用料及賃借料　使用料 特別区設置協定書に関する住民説明会にかかる会場使用料等の支出について（令和２年１０月３日ホテルメルパルク大阪）
1,520,460

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

報酬　其他委員等報酬 特別顧問にかかる報酬等の支出について（９月分）
20,158

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

旅費　費用弁償 特別顧問にかかる報酬等の支出について（９月分）
13,536

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月02日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

負担金、補助及交付金　会費 ＩＣＴ情報活用力向上事業用　令和２年度外部有料研修の経費の支出について（トレノケート株式会社:ＡＷＳ Ｔechnical Essentials 1 機能概要）
77,000

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（令和２年８月分）
7,990

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 スマートシティ戦略推進事業用　議事録作成支援サービス提供の実施にかかる経費の支出について（８月分）
137,500

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月06日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

負担金、補助及交付金　会費 ＩＣＴ情報活用力向上事業用　令和２年度外部有料研修の経費の支出について（トレノケート株式会社:Google Cloud Platform Fundmentals
55,000

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月13日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　ASP・SaaS型リモートアクセスサービス接続アカウント調達にかかる経費の支出について
11,550

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月15日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 ICT戦略室　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,320

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 ICT情報活用力向上事業用　参考図書　Mobility 3.0: ディスラプターは誰だ▲　ほか20点購入の経費の支出について
53,207

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月16日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

負担金、補助及交付金　会費 ＩＣＴ情報活用力向上事業用　令和２年度外部有料研修の経費の支出について（株式会社グロービスによるビジネス系eラーニング）
141,570

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 一般事務用　ＩＣＴ戦略室本庁舎ＦＡＸ（MOVFAX)利用料の支出について（９月分）
1,113

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等（視覚障がい者用）（ＩＣＴ戦略室）（その２）　長期借入にかかる同経費の支出について（９月分）
59,840

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　LGWAN接続系利用パソコン等機器(ＩＣＴ戦略室)一式借入にかかる同経費の支出について（９月分）
30,054

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用等　平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室）一式　長期借入にかかる同経費の支出について（９月分）
8,486

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用等　平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室）一式　長期借入にかかる同経費の支出について（９月分）
168,967

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（ICT戦略室）（２）一式　長期借入（継続借入）にかかる経費の支出について（９月分）
33,000

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用 令和元年度 庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室（２））一式 長期借入にかかる同経費の支出について（９月分）
87,884

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月22日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

負担金、補助及交付金　会費 ＩＣＴ情報活用力向上事業用　令和２年度外部有料研修の経費の支出について（株式会社富士通ラーニングメディア「８月21日～９月20日受講分」）
144,100

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（９月分）
3,094

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 スマートシティ戦略推進事業用　議事録作成支援サービス提供の実施にかかる経費の支出について（９月分）
137,500

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 スマートシティ戦略推進事業用　モバイル回線網及びWi-Fiルーター一式 長期借入（その２）にかかる経費の支出について（９月分）
36,960

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料の支出について（９月分）
12,392
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ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 スマートシティ戦略推進事業用　モバイルデータ通信タブレット端末レンタル（長期継続）（その２）にかかる経費の支出について（９月分）
61,380

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（令和２年９月分）
6,748

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 スマートシティ戦略推進事業用　各種検証・保守用インターネット接続サービス（固定回線）にかかる経費の支出について（インターネットオフィス）（９月分）
6,490

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 スマートシティ戦略推進事業用　「大阪市行政オンラインシステム　サービス提供業務委託」に係る経費の支出について（９月分）
7,172,000

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 スマートシティ戦略推進事業用　モバイルワーク用庁内情報利用パソコン長期借入に係る経費の支出について（９月分）
4,341

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 スマートシティ戦略推進事業用　モバイルワーク用庁内情報利用パソコン長期借入に係る経費の支出について（９月分）
69,469

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

負担金、補助及交付金　会費 ＩＣＴ情報活用力向上事業用　令和２年度外部有料研修の経費の支出について（トレノケート株式会社:Microsoft Azure 基礎）
66,000

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（９月分）
27,372

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　ICTにかかるリサーチ＆アドバイザリーサービス利用にかかる経費の支出について（９月分）
605,000

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月02日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市公開系システム用通信サービス提供　長期継続にかかる経費の支出について（８月分）
30,800

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月02日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　ホームページ運用管理システム用ネットワークサービス等提供業務委託 長期継続にかかる経費の支出について（８月分）
957,000

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金にかかる経費の支出について（８月分）
2,041

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
266,635

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　磁気テープファイル等の保管及び集配業務委託（ＩＣＴ戦略室）長期継続（単価契約）にかかる経費の支出について（８月分）
27,060

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
76,180

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
38,090

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供（広域イーサネットサービス）にかかる経費の支出について（８月分）
6,198,390

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる経費の支出について（８月分）
187,769

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ICT基盤管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる経費の支出について（水道局分）（８月分）
10,450

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　不動産賃借料 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市情報システム機器設置に係るデータセンター賃貸借にかかる経費の支出について（８月分）
4,985,039

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供（広域イーサネットサービス）にかかる経費の支出について（８月分）
64,350

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月08日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 ＩＣＴ基盤管理用　モバイルＰＣ用バッグ買入に係る経費の支出について
105,875

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　総合行政ネットワーク府域ネットワーク府域回線１系サービス提供業務にかかる経費の支出について（８月分）
20,900

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　総合行政ネットワーク府域ネットワークの更新及び運用・保守管理等業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
96,910

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 情報セキュリティ強化対策事業　指静脈認証管理システムソフトウェアライセンス　買入に係る経費の支出について
402,600

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 ＩＣＴ基盤管理用　スイッチングハブ買入に係る経費の支出について
283,525

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　令和２年度大阪市阿波座センタービル（ＩＣＴ戦略室専用部分）自動扉保守点検業務委託にかかる経費の支出について（４～９月分）
308,000

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　庁内情報利用パソコン（Windows10検証端末）長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
9,845

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成28年度 庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
8,900

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成２８年度 庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
9,355

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市情報通信ネットワーク提供サービス運用保守端末等　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
29,700

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成３０年度　配布中継端末機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
270,490

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和元年度庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室（１））一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
13,676

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　庁内情報ネットワークユーザ端末管理基盤用サーバ機器等一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
249,480

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　総合行政ネットワーク府域ネットワーク機器一式 長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
40,073

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（ICT戦略室）一式　長期借入（再リース）にかかる経費の支出について（９月分）
21,890

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成２９年度　庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室）（１）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
37,965

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　業務統合端末等機器（総務局）長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
12,355

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和元年度庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室（４））一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
15,257

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室活用推進担当（２））一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
13,517

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和元年度庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室（３））一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
8,351

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市情報通信ネットワーク業務系ネットワーク用ドメインサーバ機器等一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
277,860

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月23日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成２９年度 庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
12,334

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 一般事務用　業務用携帯電話の通信サービス利用料の支出について（９月分）
11,209

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（７～９月分）
28,677

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　大阪市阿波座センタービル（ICT戦略室専用部分）入退館管理等施設警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
1,178,650

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　基幹系システム統合基盤統合検証環境用　国民健康保険等システム及び介護保険システムサーバ機器等　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
3,961,100
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ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　業務統合端末等機器（ＩＣＴ戦略室）長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
5,709,462

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムＡＩＸ機器等長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
6,039,026

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度マイクロソフト社製ソフトウェア等ライセンス取得（概算契約）にかかる経費の支出について（９月追加分）
2,417,580

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度　統合基盤システム　センタープリンタ借入（再リース）契約にかかる経費の支出について（９月分）
864,307

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（７～９月分）
15,126

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムＡＩＸ機器等長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
2,485,974

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（７～９月分）
2,166

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（７～９月分）
3,450

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（７～９月分）
94,770

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（７～９月分）
13,551

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度　統合基盤システム　センタープリンタ借入（再リース）契約にかかる経費の支出について（９月分）
246,944

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度　統合基盤システム　センタープリンタ借入（再リース）契約にかかる経費の支出について（９月分）
123,471

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金にかかる経費の支出について（９月分）
3,895

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度モバイル通信用サービスにかかる経費の支出について（８月分）
84,260

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　令和２年度大阪市阿波座センタービル（ＩＣＴ戦略室専用部分）昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
64,350

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成３０年度テレワーク用庁内情報利用パソコン機器一式 長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
98,285

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 情報セキュリティ強化対策事業用　令和2年度大阪版自治体情報セキュリティクラウドサービス利用にかかる経費の支出について（９月分）
6,753,219

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度ASP・SaaS型大容量ファイル送受信サービスの経費の支出について（９月分）
15,400

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度  ASP・SaaS型電子申請サービス一式提供業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
848,375

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市公開系システム用通信サービス提供　長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
30,800

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　ホームページ運用管理システム用ネットワークサービス等提供業務委託 長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
957,000

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 ICT基盤管理用　大阪市庁内情報ネットワークコミュニケーション基盤開発・運用保守業務委託に係る経費の支出について（令和２年４月～９月分）
43,017,776

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市庁内プライベートクラウド基盤等業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
10,151,900

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 情報セキュリティ強化対策事業用　「令和２年度　大阪市業務系ネットワーク二要素認証システム改修業務委託」に係る経費の支出について
18,250,540

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用 令和２年度大阪市情報通信ネットワークに係る運用保守業務委託にかかる経費の支出について（令和２年４月～９月分）
220,149,628

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　業務系及び庁内情報ネットワーク用電子計算機組織一式　借入にかかる経費の支出について（９月分）
7,216,079

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　業務系及び庁内情報ネットワーク用電子計算機組織一式　借入にかかる経費の支出について（９月分）
38,745,699

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
14,772,047

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
1,096,432

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
671,622

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
149,308

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
97,686

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
48,843

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
48,843

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
597,233

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
149,308

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
97,686

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
298,616

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
488,430

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
97,686

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
608,430

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（９月分）
924,853

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市情報通信ネットワーク回線使用料の支出について（９月分）
4,924,732

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市ホームページ直接アクセス用インターネット回線使用料の支出について（９月分）
6,787

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　Microsoft Office365及びMicrosoftAzure利用に係る通信サービス提供にかかる経費の支出について（９月分）
3,156,979

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 一般事務用　ＩＰ電話による通信料金の支出について（９月分）
41,438

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　総合行政ネットワーク府域ネットワーク府域回線２系サービス提供業務にかかる経費の支出について（９月分）
26,400
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ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 令和２年度大阪市LGWAN接続系ネットワークVirtual Private Network装置ハードウェア保守業務委託経費の支出について（令和２年7月～9月）
2,223,540

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　大阪市中央情報処理センター運用業務委託にかかる経費の支出について（７月～９月分）
57,357,300

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
395,726

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（９月分）
147,996

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　大阪市中央情報処理センター運用業務委託にかかる経費の支出について（７月～９月分）
16,387,800

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
113,062

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（９月分）
73,998

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
56,531

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　大阪市中央情報処理センター運用業務委託にかかる経費の支出について（７月～９月分）
8,193,900

ＩＲ推進局 企画課 令和02年10月01日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 ＩＲ推進費 負担金、補助及交付金　負担金 ＩＲ推進局に関する経費にかかる本市負担額の支出について（第１四半期）
954,403

都市交通局 総務担当 令和02年10月19日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器（都市交通局）一式　長期借入に伴う使用料の支出について（令和２年９月分）
50,622

都市交通局 総務担当 令和02年10月19日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器（都市交通局）一式　長期借入に伴う使用料の支出について（令和２年９月分）
14,132

都市交通局 総務担当 令和02年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 需用費　消耗品費 一般事務用　毎日新聞（７～９月分）の購読にかかる経費の支出について
12,111

都市交通局 総務担当 令和02年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 需用費　消耗品費 一般事務用　産経新聞（７～９月分）の購入にかかる経費の支出について
12,111

都市交通局 総務担当 令和02年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 需用費　消耗品費 一般事務用コピー代の支出について（令和２年９月分）
17,185

都市交通局 総務担当 令和02年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 需用費　消耗品費 一般事務用　読売新聞（７～９月分）の購入にかかる経費の支出について
13,200

都市交通局 総務担当 令和02年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 需用費　消耗品費 一般事務用　朝日新聞（７～９月分）の購入にかかる経費の支出について
12,111

都市交通局 総務担当 令和02年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 需用費　消耗品費 一般事務用　日本経済新聞（７～９月分）の購読にかかる経費の支出について
14,700

都市交通局 総務担当 令和02年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
1,500


