
令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

総務局 公文書館 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 大阪市公文書館清掃業務委託（長期継続）の実施に係る経費の支出について（5月分）
131,236

総務局 公文書館 令和02年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館管理事務用　大阪市公文書館機械警備等業務委託の実施及び同経費の支出について（5月分）
8,800

総務局 公文書館 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公文書館管理事務用　コピー代の支出について（５月分）
2,910

総務局 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 本庁舎管理運営事務用　大阪市役所本庁舎電気使用料の支出について（令和２年４月分）
7,985,534

総務局 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　IP電話内線網使用料の支出について（４月利用分）
36,786

総務局 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　IP電話回線使用料の支出について（令和２年４月利用分）
1,316,160

総務局 総務課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 本庁舎管理運営事務用　大阪市役所本庁舎ガス使用料の支出について（令和２年４月分）
222,983

総務局 総務課 令和02年06月03日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 本庁舎管理運営事務用　アルコール消毒液の買入に係る経費の支出について
50,160

総務局 総務課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（４月分）
504

総務局 総務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 負担金、補助及交付金　分担金 一般事務用　令和２年度（2020年度）平和首長会議メンバーシップ納付金の支出について
2,000

総務局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会（第157回）」の開催及び同経費の支出について
122,500

総務局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会（第157回）」の開催及び同経費の支出について
2,180

総務局 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
562,037

総務局 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用 令和元年度 庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式 長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
44,968

総務局 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 備品購入費　庁用器具費 本庁舎管理運営事務用　低床フロアスケール（スロープ付き）の買入に係る経費の支出について
178,200

総務局 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,600

総務局 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　食糧費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
268

総務局 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　食糧費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
344

総務局 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　印刷製本費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
6,660

総務局 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
254

総務局 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
520

総務局 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
504

総務局 総務課 令和02年06月18日 一般会計 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 本庁舎管理運営事務用　「大阪市役所本庁舎警備業務委託　長期継続」の経費の支出について（令和２年５月分）
798,755

総務局 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 本庁舎管理運営事務用　「大阪市役所本庁舎警備業務委託　長期継続」の経費の支出について（令和２年５月分）
4,605,545

総務局 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（５月分）
18,694

総務局 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 本庁舎設備管理事務用　大阪市役所本庁舎昇降機設備保守点検業務委託の実施に係る経費の支出について（令和２年４月分）
1,356,300

総務局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 本庁舎管理運営事務用　「大阪市役所本庁舎清掃業務委託　長期継続」の経費の支出について（令和２年５月分）
202,099

総務局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 本庁舎管理運営事務用　「大阪市役所本庁舎清掃業務委託　長期継続」の経費の支出について（令和２年５月分）
10,035

総務局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 本庁舎管理運営事務用　「大阪市役所本庁舎清掃業務委託　長期継続」の経費の支出について（令和２年５月分）
3,248,465

総務局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 負担金、補助及交付金　負担金 本庁舎管理運営事務用　電波利用料の支出について
1,200

総務局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
52,155

総務局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（公文書館 　令和２年５月分）
5,225

総務局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　LGWAN接続系利用パソコン等機器一式借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
32,966

総務局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会（第158回）」の開催にかかる経費の支出について
122,500

総務局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会（第158回）」の開催にかかる経費の支出について
2,180

総務局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料等の支出について（令和２年５月分）
10,236

総務局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 本庁舎管理運営事務用　大阪市役所本庁舎ガス使用料の支出について（令和２年５月分）
335,584

総務局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 本庁舎設備管理事務用　大阪市役所本庁舎昇降機設備保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について（令和２年５月分）
1,397,000

総務局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 本庁舎管理運営事務用　「自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入」にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
4,118

総務局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（５月分）
2,744

総務局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 本庁舎管理運営事務用　大阪市役所本庁舎電気使用料の支出について（令和２年５月分）
7,552,038

総務局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　IP電話回線使用料の支出について（令和２年５月利用分）
1,223,750

総務局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　IP電話内線網使用料の支出について（５月利用分）
36,792

総務局 行政課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 情報公開・個人情報保護業務用　第239回個人情報保護審議会（全体会）の開催及び同経費の支出について
171,500

総務局 行政課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 情報公開・個人情報保護業務用　第239回個人情報保護審議会（全体会）の開催及び同経費の支出について
880

総務局 行政課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 情報公開・個人情報保護業務用　第293回大阪市情報公開審査会（第２部会）の委員報酬の支出について
73,500

総務局 行政課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 情報公開・個人情報保護業務用　第294回大阪市情報公開審査会（第１部会）の委員報酬の支出について
73,500
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総務局 行政課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 文書管理システム事務用磁気テープファイル等の保管及び集配業務委託料の支出について（令和２年４月分）
1,760

総務局 行政課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 令和２年度大阪市市民情報プラザ窓口案内等業務委託の実施に係る経費の支出について（４月分）
199,833

総務局 行政課 令和02年06月04日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 法務支援事務用市内出張交通費の支出について（4月分）
1,640

総務局 行政課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　印刷製本費 訴訟事務用謄写関係費用の支出について
20,910

総務局 行政課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 情報公開・個人情報保護業務用　第78回個人情報保護審議会（第１部会）委員報酬の支出について
98,000

総務局 行政課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 情報公開・個人情報保護業務用　第80回個人情報保護審議会（第２部会）委員報酬の支出について
98,000

総務局 行政課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法務支援事務用　地方公営企業関係法令実例集追録買入の実施にかかる経費の支出について（第１回中間支払）
13,098

総務局 行政課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「行政不服審査事務提要」の購入に係る経費の支出について
51,909

総務局 行政課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「月刊　判例地方自治」の購入に係る経費の支出について（４月分）
1,320

総務局 行政課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 情報公開・個人情報保護業務用　第294回大阪市情報公開審査会（第２部会）の委員報酬の支出について
73,500

総務局 行政課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 法務支援事務用　Westlaw Japan法律総合オンラインサービスの利用の実施にかかる経費の支出について（5月分）
91,080

総務局 行政課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法務支援事務用　行政判例集成行政法総則編ほか14点買入の実施にかかる経費の支出について（4月分）
486,200

総務局 行政課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 令和２年度大阪市市民情報プラザ窓口案内等業務委託の実施に係る経費の支出について（５月分）
199,833

総務局 行政課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 文書逓送・交換事務用　令和２年度大阪市文書逓送業務委託に係る経費の支出について（令和２年５月分）
1,584,000

総務局 行政課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 文書管理システム運営事務用　大阪市文書管理システム目録公開サブシステム用通信サービス等提供（その２）長期契約に係る経費の支出について（令和２年５月分）
16,500

総務局 行政課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公報発行事務用 大阪市公報の発行にかかる経費の支出について（５月分）
103,979

総務局 行政課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 文書管理システム運営事務用　文書管理システム用サーバ機及び周辺装置一式借入に係る経費の支出について（令和２年５月分）
7,693,180

総務局 行政課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 文書管理システム事務用磁気テープファイル等の保管及び集配業務委託料の支出について（令和２年５月分）
1,760

総務局 行政課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 法務支援事務用市内出張交通費の支出について（５月分）
1,400

総務局 行政課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書管理・公印関係事務及び文書逓送・交換事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
452

総務局 行政課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書管理・公印関係事務及び文書逓送・交換事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
104

総務局 行政課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用立替実費（印紙代及び予納郵券代）の支出について
5,000

総務局 行政課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 訴訟事務用立替実費（印紙代及び予納郵券代）の支出について
19,000

総務局 行政課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法務支援事務用　現行法規総覧ほか９点買入の実施にかかる経費の支出について（5月分）
27,720

総務局 行政課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 情報公開・個人情報保護業務用　第81回個人情報保護審議会（第２部会）委員報酬の支出について
98,000

総務局 行政課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用立替実費（郵券代、印紙代及び手数料）の支出について
2,371

総務局 行政課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　手数料 訴訟事務用立替実費（郵券代、印紙代及び手数料）の支出について
3,800

総務局 監察課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 公正職務関係事務用　大阪市公正職務審査委員会委員報酬及び旅費の支出について（令和２年５月開催分）
245,000

総務局 監察課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 監察課事務用　市内出張交通費の支出について（５月分）
984

市民局 総務担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　モバイルデータ通信サービス使用にかかる支出について
3,280

市民局 総務担当 令和02年06月05日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　地方財務実務提要ほか１点買入経費の支出について
8,349

市民局 総務担当 令和02年06月08日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（本庁舎４階）（４月分）
142,833

市民局 総務担当 令和02年06月12日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　市民局事務室電話機の移設の実施及び支出について
194,700

市民局 総務担当 令和02年06月12日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　市民局事務室電話機の増設の実施及び支出について
11,825

市民局 総務担当 令和02年06月12日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
168

市民局 総務担当 令和02年06月12日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
2,016

市民局 総務担当 令和02年06月12日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
2,816

市民局 総務担当 令和02年06月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分）
120

市民局 総務担当 令和02年06月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分）
14,911

市民局 総務担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる支出について⑩（令和２年５月分）
25,692

市民局 総務担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器（市民局）一式 長期借入の支出ついて⑨（令和２年５月分）
332,313

市民局 総務担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器（視覚障がい者用）一式　長期借入の支出について⑧（令和２年５月分）
20,844

市民局 総務担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式（視覚障がい者用） 長期借入の経費の支出について②（令和２年５月分）
57,456

市民局 総務担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器（市民局）一式 長期借入にかかる支出について①（令和２年５月分）
290,639

市民局 総務担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（市民局）一式　長期借入にかかる支出について（令和２年５月分）
43,917

市民局 総務担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる支出について③（令和２年５月分）
38,417

市民局 総務担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる支出について⑪（令和２年５月分）
34,389
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市民局 総務担当 令和02年06月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（本庁舎地下１階）（５月分）
3,971

市民局 総務担当 令和02年06月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（５月分）
462

市民局 総務担当 令和02年06月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（５月分）
994

市民局 総務担当 令和02年06月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（５月分）
10,439

市民局 総務担当 令和02年06月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（５月分）
588

市民局 総務担当 令和02年06月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（５月分）
23,532

市民局 総務担当 令和02年06月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（５月分）
926

市民局 総務担当 令和02年06月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（５月分）
2,152

市民局 総務担当 令和02年06月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（５月分）
310

市民局 総務担当 令和02年06月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（５月分）
802

市民局 総務担当 令和02年06月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（５月分）
5,052

市民局 総務担当 令和02年06月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（５月分）
900

市民局 総務担当 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（５月分）
3,376

市民局 総務担当 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（５月分）
12,232

市民局 総務担当 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（５月分）
7,514

市民局 総務担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ＦＡＸコピー代の支出について（５月分）
2,983

市民局 総務担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（本庁舎４階）（５月分）
90,028

市民局 総務担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　モバイルデータ通信サービス契約の実施及び支出について（６月請求分）
3,280

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（市民局負担分）の支出について（令和２年４月分）
78,210

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
50,106

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
25,054

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
50,108

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
25,054

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
50,107

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
50,108

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
25,054

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
50,106

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
50,106

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
50,106

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
50,106

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年４月分）
21,666

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年４月分）
21,666

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年４月分）
10,834

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年４月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年４月分）
21,666

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年４月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
25,054

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
50,108
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市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年４月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年４月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年４月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年４月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年４月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年４月分）
21,666

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年４月分）
21,666

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年４月分）
10,834

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年４月分）
21,668

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年４月分）
10,834

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年４月分）
21,668

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年４月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年４月分）
21,667

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年４月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年４月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年４月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年４月分）
10,834

市民局 施設担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年４月分）
21,668

市民局 施設担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所附設会館スケジュール管理システム用パソコン等機器一式　長期借入（その２）にかかる使用料の支出について（令和２年５月分）
22,660

市民局 施設担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
25,054

市民局 施設担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
50,108

市民局 施設担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
50,106

市民局 施設担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
50,108

市民局 施設担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
25,054

市民局 施設担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
50,107

市民局 施設担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
50,106

市民局 施設担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
25,054

市民局 施設担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
25,054

市民局 施設担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
50,106

市民局 施設担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
25,053

市民局 施設担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
25,054

市民局 施設担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
25,054

市民局 施設担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
50,106

市民局 施設担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
50,106

市民局 施設担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
50,106

市民局 施設担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける本庁向け通信サービス（回線サービスおよびルータ機器）の移設にかかる委託料の支出について
88,000

市民局 施設担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（市民局負担分）の支出について（令和２年５月分）
78,210
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市民局 施設担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年５月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年５月分）
21,666

市民局 施設担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年５月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年５月分）
21,666

市民局 施設担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年５月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年５月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年５月分）
21,667

市民局 施設担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年５月分）
10,834

市民局 施設担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年５月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年５月分）
21,666

市民局 施設担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年５月分）
10,834

市民局 施設担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年５月分）
21,668

市民局 施設担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年５月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年５月分）
21,666

市民局 施設担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年５月分）
21,666

市民局 施設担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年５月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年５月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年５月分）
10,834

市民局 施設担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年５月分）
10,834

市民局 施設担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年５月分）
10,834

市民局 施設担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年５月分）
10,833

市民局 施設担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年５月分）
21,668

市民局 施設担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年５月分）
21,666

市民局 施設担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（令和２年５月分）
10,834

市民局 財産活用担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 財産管理用：もと市民交流センターよどがわ外４施設に係る電話料金（５月分）の支出について
20,619

市民局 財産活用担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 財産管理用：もと市民交流センターひがしよどがわに係る電話料金（５月分）の支出について
3,467

市民局 財産活用担当 令和02年06月11日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターすみよし南に係る電気料金（５月分）の支出について
2,168

市民局 財産活用担当 令和02年06月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターひがしすみよしに係る電気料金（５月分）の支出について
5,082

市民局 財産活用担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターひがしよどがわに係る電気料金（５月分）の支出について
2,122

市民局 財産活用担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターあさひ西に係る電気料金（５月分）の支出について
383

市民局 財産活用担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターにしなりに係る電気料金（５月分）の支出について
5,769

市民局 財産活用担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 委託料　委託料 もと市民交流センターすみよし南機械警備業務の実施及び同経費の支出について（５月分）
19,800

市民局 財産活用担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 委託料　委託料 もと市民交流センターよどがわ外４施設機械警備業務委託の実施及び同経費の支出について（5月分）
80,009

市民局 財産活用担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 もと市民交流センターよどがわ外４施設機械警備業務委託の実施及び同経費の支出について（5月分）
9,091

市民局 財産活用担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 財産管理用：もと市民交流センターよどがわ外４施設に係る電話料金（６月分）の支出について
21,147

市民局 住民情報担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（４月分）
32,708

市民局 住民情報担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 郵送事務処理センター及び大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（４月分）
11,787

市民局 住民情報担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 郵送事務処理センター及び大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（４月分）
3,885

市民局 住民情報担当 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 戸籍情報システム保守業務委託の経費の支出について（４月分）
2,500,674

市民局 住民情報担当 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システムソフトウェア使用許諾の経費の支出について（４月分）
6,490,550

市民局 住民情報担当 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 磁気テープファイル等の保管及び集配業務委託（市民局）長期継続（単価契約）にかかる経費の支出について（令和2年4月分）
3,520

市民局 住民情報担当 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 磁気テープファイル等の保管及び集配業務委託（市民局）長期継続（単価契約）にかかる経費の支出について（令和2年4月分）
880

市民局 住民情報担当 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 郵送事務処理センター・大阪市サービスカウンター事務用切手の購入経費の支出について
30,492

市民局 住民情報担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 マイナンバーカード暗証番号入力用タッチパネルディスプレイの長期借入（追加分）にかかる経費の支出について(令和2年5月分)
10,340

市民局 住民情報担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳事務システム機種更新にかかる業務統合端末機器等（市民局）　長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
5,900,667

市民局 住民情報担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 社会保障・税番号制度にかかる中間サーバ接続端末等の長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
12,375

市民局 住民情報担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 個人番号カード暗証番号入力用タッチパネルディスプレイ長期借入経費の支出について（令和2年5月分）
37,338
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市民局 住民情報担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 顔認証システム端末機器等一式借入に伴う経費の支出について（令和２年５月分）
96,800

市民局 住民情報担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステムサーバ機器一式　長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
555,720

市民局 住民情報担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 個人番号カード等裏面記載対応プリンタ機器　長期借入の支出について（令和２年５月分）
616,000

市民局 住民情報担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム端末機器一式（その２）長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
1,490,170

市民局 住民情報担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム端末機器一式長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
1,454,690

市民局 住民情報担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金の支出について（１回目）
319,492,000

市民局 住民情報担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳事務システム機種更新にかかる業務統合端末機器等（市民局）　長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
661,097

市民局 住民情報担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム端末機器一式長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
275,280

市民局 住民情報担当 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 大阪市梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（５月分）
23,092

市民局 住民情報担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 大阪市天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（５月分）
605

市民局 住民情報担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 大阪市天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（５月分）
946

市民局 住民情報担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 証明書発行システム機器保守契約経費（コピー代）の支出について（５月分）
32,706

市民局 住民情報担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市戸籍情報システム用サーバ及び周辺機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
10,463,970

市民局 住民情報担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 証明発行用システム機器長期借入費用の支出について（令和２年５月分）
1,379,160

市民局 住民情報担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入に伴う経費の支出について（令和２年５月分）
116,600

市民局 住民情報担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市戸籍情報システム用クライアント及びプリンタ等周辺機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
4,816,130

市民局 住民情報担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 住民情報担当用　市内出張交通費の支出について（５月分）
1,080

市民局 住民情報担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　ファックス付コピー代金の支出について（５月分）
752

市民局 住民情報担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　コピー代金の支出について（５月分）
27,910

市民局 住民情報担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（５月分）
58,750

市民局 住民情報担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 大阪市天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（５月分）
120,025

市民局 住民情報担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　庁内情報ネットワーク回線使用料の支出について（５月分）
15,675

市民局 住民情報担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（５月分）
31,554

市民局 住民情報担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 郵送事務処理センター及び大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（５月分）
11,787

市民局 住民情報担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 郵送事務処理センター及び大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（５月分）
3,885

市民局 住民情報担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 住民票・戸籍関係証明書発行コーナー及び大阪市サービスカウンターにおけるPiTaPaカード決済サービスにかかる経費の支出について（５月分）
1,650

市民局 住民情報担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 住民票・戸籍関係証明書発行コーナー及び大阪市サービスカウンターにおけるPiTaPaカード決済サービスにかかる経費の支出について（５月分）
4,950

市民局 住民情報担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民票・戸籍関係証明書発行コーナー及び大阪市サービスカウンターにおけるPiTaPaカード決済サービスにかかる経費の支出について（５月分）
1,650

市民局 住民情報担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民票・戸籍関係証明書発行コーナー及び大阪市サービスカウンターにおけるPiTaPaカード決済サービスにかかる経費の支出について（５月分）
4,950

市民局 住民情報担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市梅田サービスカウンターの不動産賃借にかかる経費の支出について（令和２年６月分）
1,598,960

市民局 住民情報担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市天王寺サービスカウンターの不動産賃借にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
1,009,110

市民局 ＮＰＯ法人担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　消耗品費 ＮＰＯ法人担当用コピー代金の支出について（５月分）
2,677

市民局 定額給付金担当 令和02年06月09日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年６月９日支払い分）
1,145,200,000

市民局 定額給付金担当 令和02年06月12日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年６月１２日支払い分）
3,364,400,000

市民局 定額給付金担当 令和02年06月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年６月１８日支払い分）
4,695,800,000

市民局 定額給付金担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年６月２６日支払い分）
716,200,000

市民局 定額給付金担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年６月２６日支払い追加分）
400,000

市民局 定額給付金担当 令和02年06月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る支出について（令和２年６月２９日支払い分）
22,988,700,000

市民局 定額給付金担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 令和２年度特別定額給付金給付事業に係る郵便後納料金の支出について（５月分）
124,135,070

市民局 定額給付金担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

役務費　手数料 特別定額給付金に関する口座振込に関する特約書に基づく口座振込手数料等の支出について（令和２年５月28日支払い分）
166,320

市民局 人権企画課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報酬　其他委員等報酬 大阪市ヘイトスピーチ審査会用委員報酬の支出について（第６３回）
97,500

市民局 人権企画課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報酬　其他委員等報酬 大阪市ヘイトスピーチ審査会用委員報酬の支出について（第６２回）
97,500

市民局 人権企画課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報酬　其他委員等報酬 大阪市ヘイトスピーチ審査会用委員報酬及び費用弁償の支出について（第６４回）
97,500

市民局 人権企画課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　費用弁償 大阪市ヘイトスピーチ審査会用委員報酬及び費用弁償の支出について（第６４回）
2,260

市民局 人権企画課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 ヘイトスピーチへの対処に関する条例の運用事務用インターネット回線使用料の支出について（令和２年５月分）
5,348

市民局 男女共同参画課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 庁内回線利用料の支出について（４月分・配偶者暴力相談支援用）
5,225

市民局 男女共同参画課 令和02年06月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（南部館　Ｒ2.4.25　ホール他　全日使用予定分）
129,240
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市民局 男女共同参画課 令和02年06月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（中央館、Ｒ2.4.9　会議室（２）　午前・午後使用予定分）
3,100

市民局 男女共同参画課 令和02年06月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（東部館、Ｒ2.5.12　クラフト調理室　午前使用予定分　他1件）
4,800

市民局 男女共同参画課 令和02年06月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（中央館、Ｒ2.6.2　ホール　午後使用予定分　他1件）
83,200

市民局 男女共同参画課 令和02年06月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（西部館、Ｒ2.6.2　研修室　午後・夜間使用予定分）
7,200

市民局 男女共同参画課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立男女共同参画センター中央館における指定管理業務に係る委託料の支出について（令和２年度　第１回/全４回）
64,197,250

市民局 男女共同参画課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立男女共同参画センター子育て活動支援館における指定管理業務に係る委託料の支出について（令和２年度　第１回/全４回）
14,534,311

市民局 男女共同参画課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立男女共同参画センター西部館及び大阪市立こども文化センターにおける指定管理業務に係る委託料の支出について（令和２年度　第１回/全４回）
8,406,194

市民局 男女共同参画課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立男女共同参画センター南部館における指定管理業務に係る委託料の支出について（令和２年度　第１回/全４回）
13,970,750

市民局 男女共同参画課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立男女共同参画センター東部館における指定管理業務に係る委託料の支出について（令和２年度　第１回/全４回）
11,240,000

市民局 男女共同参画課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 使用料及賃借料　使用料 クレオ大阪情報提供システム用機器一式長期借入の使用料の支出について（令和２年５月分）
59,675

市民局 男女共同参画課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 使用料及賃借料　使用料 クレオ大阪情報提供システム用ネットワーク機器一式長期借入にかかる使用料の支出について（令和２年５月分）
6,270

市民局 男女共同参画課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 使用料及賃借料　使用料 クレオ大阪情報提供システム用ハンディターミナル機器一式長期借入の使用料の支出について（令和２年５月分）
6,615

市民局 男女共同参画課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 クレオ大阪情報提供システム保守業務委託契約に係る委託料の支出について（令和２年５月分）
761,200

市民局 男女共同参画課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 クレオ大阪情報提供システム保守業務委託契約に係る委託料の支出について（令和２年４月分）
761,200

市民局 男女共同参画課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（Ｒ2.3.24　ホール　夜間使用予定分　他1件）
143,600

市民局 男女共同参画課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金の支出について（5月分・配偶者暴力相談支援用）
1,260

市民局 男女共同参画課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報酬　其他委員等報酬 大阪市男女共同参画審議会　第２回専門調査部会にかかる報酬の支出について
82,500

市民局 男女共同参画課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（東部館　Ｒ2.5.17　クラフト調理室　午前使用予定分）
2,880

市民局 男女共同参画課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（東部館　Ｒ2.5.27　和室　午前使用予定分）
1,200

市民局 男女共同参画課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第4号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（南部館　Ｒ2.4.17　会議室　午前使用予定分）他1件
3,600

市民局 男女共同参画課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第4号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（南部館　Ｒ2.5.8　会議室　午前使用予定分）他2件
5,400

市民局 男女共同参画課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（東部館　Ｒ2.5.29　会議室　午前使用予定分）
1,200

市民局 男女共同参画課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（東部館　Ｒ2.7.18　ホール他　全日使用予定分）
99,120

市民局 男女共同参画課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（東部館　Ｒ2.7.24　ホール他　全日使用予定分）
86,160

市民局 男女共同参画課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（東部館　Ｒ2.5.8　音楽室　夜間使用予定分）
4,200

市民局 男女共同参画課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（東部館　Ｒ2.5.28　会議室　午後使用予定分）
1,900

市民局 男女共同参画課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（西部館　Ｒ2.5.9　会議室（1）　午前・午後使用予定分）
3,720

市民局 男女共同参画課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（西部館　Ｒ2.5.24　研修室他　午前・夜間使用予定分）
15,720

市民局 男女共同参画課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（東部館　Ｒ2.6.21　会議室　午前使用予定分）
1,440

市民局 男女共同参画課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 男女共同参画センター条例第15条第1項第1号による既納使用料の還付に伴う過年度支出について（東部館　Ｒ2.10.3　ホール他　全日使用予定分）
129,240

市民局 男女共同参画課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 庁内回線利用料の支出について（５月分・配偶者暴力相談支援用）
5,225

市民局 男女共同参画課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 大阪市本庁舎におけるクレオ大阪情報提供システム用ネットワーク回線の使用料の支出について（5月分）
14,080

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年06月01日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 需用費　光熱水費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電気料金の支出について（令和２年４月分）
41,727

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年06月01日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 人権侵害事象等現認用パソコン回線サービス料の支出について（令和２年４月分）
1,375

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年06月01日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電話料金（光）の支出について（令和２年４月分）
24,435

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年06月04日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用庁内情報システム回線使用料の支出について（令和２年４月分）
5,225

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年06月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 使用料及賃借料　使用料 人権侵害事象等現認用ノートパソコン借入にかかる使用料の支出について（令和２年５月分）
3,960

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年06月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　普通旅費 人権啓発・相談センター運営用　市内等出張交通費の支出について（４月分）
9,304

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年06月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市人権相談事業　業務委託料の支出について（令和２年５月分）
2,780,701

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 需用費　消耗品費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電子複写機消耗品代の支出について（５月分）
2,686

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電話料金（光）の支出について（令和２年５月分）
26,488

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用郵便後納料金の支出について（令和２年５月分）
924

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 人権侵害事象等現認用パソコン回線サービス料の支出について（令和２年５月分）
1,375

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　手数料 令和２年度甲種防火管理新規講習の受講経費の支出について（実施日：令和２年７月７日、７月８日）
152

市民局 人権啓発・相談センター 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度甲種防火管理新規講習の受講経費の支出について（実施日：令和２年７月７日、７月８日）
8,000

市民局 雇用女性活躍推進課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 しごと情報ひろば総合就労サポート事業における建物（しごと情報ひろば天下茶屋）賃借料の支出について（５月分）
446,683

市民局 雇用女性活躍推進課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　普通旅費 雇用女性活躍推進用　市内等出張交通費の支出について（４月分）
6,221
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市民局 区行政制度担当 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 区行政制度担当用　市内等出張交通費の支出について（４月分）
504

市民局 区行政制度担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 区行政制度担当用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
2,840

市民局
地域力担当地域支援グ
ループ

令和02年06月23日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市市民活動総合ポータルサイト運営等業務（大阪市市民活動総合支援事業）の委託料の支出について（４月分）
726,532

市民局
地域力担当地域支援グ
ループ

令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（児童虐待防止協会、派遣計画に基づく派遣、４月30日開催分）
28,600

市民局 地域安全担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 委託料　委託料 令和２年度指定区における夜間の青色防犯パトロール業務委託の実施及び同経費の支出について（令和２年４月分）
1,333,585

市民局 地域安全担当 令和02年06月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　光熱水費 安全なまちづくり推進用　子どものための見守りカメラ事業にかかる電気料金の支出について（5月分1件）
306

市民局 地域安全担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　光熱水費 安全なまちづくり推進用　子どものための見守りカメラ事業にかかる電気料金の支出について（5月分1件）
306

市民局 地域安全担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 安全なまちづくり推進用　スマートフォン端末（６台）用通信・通話回線利用契約等に係る経費の支出について（4月分通信通話料等、5月分セキュリティ契約料）
11,519

市民局 地域安全担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 安全なまちづくり推進用　スマートフォン端末（２台）用通信・通話回線利用契約等に係る経費の支出について（令和２年５月分通信通話料等）
3,832

市民局 地域安全担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 委託料　委託料 令和２年度指定区における夜間の青色防犯パトロール業務委託の実施及び同経費の支出について（令和２年５月）
1,333,585

市民局 消費者センター 令和02年06月05日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 消費者センター市内等出張交通費の支出について（令和２年４月分）
5,632

市民局 消費者センター 令和02年06月05日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 消費者センター市内等出張交通費の支出について（令和２年４月分）
460

市民局 消費者センター 令和02年06月12日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用消費者センター庁内情報通信サービス提供経費の支出について（令和2年4月分）
5,225

市民局 消費者センター 令和02年06月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　其他委員等旅費 消費者センター市内出張交通費の支出について（4月分・会計年度任用職員）
2,136

市民局 消費者センター 令和02年06月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 一般事務用消費者センター照明・コンセント料金、空調料金及び構内配線使用料の支出について（5月分）
36,557

市民局 消費者センター 令和02年06月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 一般事務用消費者センター照明・コンセント料金、空調料金及び構内配線使用料の支出について（5月分）
129,937

市民局 消費者センター 令和02年06月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用消費者センター照明・コンセント料金、空調料金及び構内配線使用料の支出について（5月分）
4,950

市民局 消費者センター 令和02年06月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 使用料及賃借料　不動産賃借料 施設維持用消費者センター事務所部分の賃借料の支出について（令和2年7月分）
7,045,607

市民局 消費者センター 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　其他委員等旅費 消費者センター市内出張交通費の支出について（5月分・会計年度任用職員）
1,177

市民局 消費者センター 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　其他委員等旅費 消費者センター市内出張交通費の支出について（5月分・会計年度任用職員）
504

市民局 消費者センター 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 消費者センター一般事務用ＦＡＸ・コピー代の支出について（5月分）
3,652

市民局 消費者センター 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 消費者センター一般事務用電子複写機消耗品代の支出について（5月分）
10,005

市民局 消費者センター 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 消費者行政推進用　タブレット端末用通信回線の使用にかかる通信経費の支出について（2020年4月分）
5,055

市民局 消費者センター 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
2,748

市民局 消費者センター 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 消費生活相談用　タブレット端末用通信回線の使用経費の支出について（令和2年4月分）
3,366

財政局 財務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　追録（地方財務実務提要583-585）ほか１点の経費の支出について
38,379

財政局 財務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　令和元年度　地方税法　令規通知篇の経費の支出について
10,800

財政局 財務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（財政局財務部）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
58,809

財政局 財務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（財政局財務部）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
159,934

財政局 財務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
2,530

財政局 財務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（財政局財務部）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
27,495

財政局 財務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（財政局財務部）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
8,154

財政局 財務課 令和02年06月10日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　カラープリンタ装置等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
10,450

財政局 財務課 令和02年06月10日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（財政局財務部）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
5,499

財政局 財務課 令和02年06月10日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
2,530

財政局 財務課 令和02年06月10日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（財政局財務部）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
56,355

財政局 財務課 令和02年06月15日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会用　令和２年度大阪市市会議案概算印刷にかかる経費の支出について（第１回）
129,021

財政局 財務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　其他委員等旅費 財務部事務用　市内出張交通費の支出について（５月分）
340

財政局 財務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　市内出張交通費の支出について（５月分）
3,315

財政局 財務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 負担金、補助及交付金　会費 財務部事務用　令和2年度年度地域活性化センター会費の支出について
900,000

財政局 財務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　軽油引取税逐条解説　令和２年発行の経費の支出について
8,800

財政局 財務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 財務部事務用　後納郵便料金（５月分）の支出について
2,288

財政局 財源課（公債） 令和02年06月01日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元金の支出について
6,820,000

財政局 財源課（公債） 令和02年06月10日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
104,000,000

財政局 財源課（公債） 令和02年06月10日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 需用費　消耗品費 財源調整事務用「地方債実務要覧２８９７－２９２５」の購入に係る経費の支出について
103,037

財政局 財源課（公債） 令和02年06月10日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 令和２年６月１０日支払分利子支払手数料の支出について
82,500

財政局 財源課（公債） 令和02年06月11日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
9,000,000,000
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財政局 財源課（公債） 令和02年06月11日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
38,593,681

財政局 財源課（公債） 令和02年06月11日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（５月分）の支出について
320

財政局 財源課（公債） 令和02年06月11日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 委託料　委託料 起債事務用格付の取得に係る経費の支出について（ＭＤＹ）
3,300,000

財政局 財源課（公債） 令和02年06月12日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
62,500,000

財政局 財源課（公債） 令和02年06月12日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 令和２年６月１２日支払分利子支払手数料の支出について
41,250

財政局 財源課（公債） 令和02年06月15日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
147,000,000

財政局 財源課（公債） 令和02年06月15日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
62,124,520

財政局 財源課（公債） 令和02年06月15日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
137,432,191

財政局 財源課（公債） 令和02年06月16日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
47,766,500

財政局 財源課（公債） 令和02年06月17日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
600,000,000

財政局 財源課（公債） 令和02年06月17日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
830,350,000

財政局 財源課（公債） 令和02年06月17日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
26,049,005

財政局 財源課（公債） 令和02年06月17日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
11,044,530

財政局 財源課（公債） 令和02年06月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 令和２年６月１７日支払分利子支払手数料の支出について
701,250

財政局 財源課（公債） 令和02年06月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市第３１回２０年公募公債（定時償還）に係る新規記録手数料の支出について
346,940

財政局 財源課（公債） 令和02年06月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市第３１回２０年公募公債（定時償還）に係る募集受託手数料の支出について
1,760,000

財政局 財源課（公債） 令和02年06月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市第３１回２０年公募公債（定時償還）に係る引受手数料の支出について
33,000,000

財政局 財源課（公債） 令和02年06月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 起債事務用　令和２年度会費の支出について
1,260,000

財政局 財源課（公債） 令和02年06月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
27,560,278

財政局 財源課（公債） 令和02年06月23日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
1,800,000

財政局 財源課（公債） 令和02年06月23日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 令和２年６月２３日支払分利子支払手数料の支出について
3,564

財政局 財源課（公債） 令和02年06月24日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
11,044,530

財政局 財源課（公債） 令和02年06月26日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
770,000,000

財政局 財源課（公債） 令和02年06月26日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
25,577,904

財政局 財源課（公債） 令和02年06月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第206共同発行市場公募地方債に係る新規記録手数料の支出について
47,832

財政局 財源課（公債） 令和02年06月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
2,846

財政局 財源課（公債） 令和02年06月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用金融情報閲覧用インターネット利用に係る経費の支出について（４月分）
990

財政局 財源課（公債） 令和02年06月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 令和２年６月３０日支払分元利金支払手数料の支出について
148,500

財政局 財源課（公債） 令和02年06月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財源調整事務用「金融情報提供サービス用パソコン等借入」の実施並びに同経費の支出について（５月分）
11,000

財政局 管理課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 市税事務所用ひかり電話回線使用料（４月分）の支出について
1,269,362

財政局 管理課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 大阪市財政局梅田市税事務所機械警備業務委託（長期継続契約）経費の支出について（令和２年４月分）
36,300

財政局 管理課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度地方税共同機構負担金の支出について
700,000

財政局 管理課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度地方税共同機構負担金の支出について
55,107,004

財政局 管理課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスの提供に伴う支出について（４月分）
5,225

財政局 管理課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和元年度及び令和２年度大阪市税証明郵送センターにおける税証明書発行関係業務等に係る労働者派遣（長期継続契約）の経費の支出について（４月分）
463,261

財政局 管理課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 「行政判例集成　滞納処分編（追録）」ほか８点買入（概算契約）経費の支出について（1回目）
116,886

財政局 管理課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度近畿都市税務協議会分担金の支出について
25,000

財政局 管理課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度一般財団法人資産評価システム研究センター正会員会費の支出について
150,000

財政局 管理課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和２年度　税務部・市税事務所における税務事務補助業務に係る労働者派遣業務経費の支出について（令和２年４月分）
5,638,877

財政局 管理課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 財政局東京赴任職員公舎における賃貸借契約に係る賃料経費（令和２年７月分）の支出について
113,000

財政局 管理課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　印刷製本費 令和２年度市税ハンドブックの版下作成及び印刷に係る経費の支出について
1,016,246

財政局 管理課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 京橋市税事務所清掃業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（Ｒ２年５月分）
100,650

財政局 管理課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（財政局）一式長期借入に係る経費の支出について（５月分）
13,178

財政局 管理課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用（財政局本設置分））等機器一式長期借入に係る経費の支出について（５月分）
223,740

財政局 管理課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末機器等（財政局）長期借入経費の支出について（５月分）
13,505,580

財政局 管理課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる光熱水費等分担金の支出について（４月分）
18,155

財政局 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（財政局税務部）一式　長期借入に係る経費の支出について（５月分）
3,578,548
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財政局 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度 庁内情報利用パソコン等機器（財政局税務部）一式 長期借入に係る経費の支出について（５月分）
84,520

財政局 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（財政局税務部）一式　長期借入係る経費の支出について（５月分）
65,817

財政局 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 カラープリンタ装置等機器一式長期借入（その２）に係る経費の支出について（５月分）
47,630

財政局 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（財政局税務部）一式長期借入に係る経費の支出について（５月分）
11,880

財政局 管理課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 大阪市財政局船場法人市税事務所機械警備業務委託（長期継続契約）経費の支出について（４月分）
8,316

財政局 管理課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分）
18,100

財政局 管理課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分）
12,368

財政局 管理課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 梅田市税事務所に係る光熱水費の支出について（５月分）
319,553

財政局 管理課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 大阪市財政局船場法人市税事務所機械警備業務委託（長期継続契約）経費の支出について（５月分）
8,316

財政局 管理課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（令和２年度分）の支出について（６月分）
2,464,342

財政局 管理課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 なんば市税事務所清掃業務委託（長期継続契約）に係る経費の支出について（５月分）
96,668

財政局 管理課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（令和２年度分）の支出について（６月分）
817,626

財政局 管理課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 あべのメディックスに係る光熱水費の支出について（電気料５月分）
151,679

財政局 管理課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 あべのメディックス管理費及び修繕積立金（７月分）の支出について
1,151,955

財政局 管理課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 財政局税務部分室（駅前第２ビル４階）機械警備等業務委託（長期継続契約）の経費の支出について（令和２年５月分）
13,200

財政局 管理課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム内利用AI-OCR機器等一式（先行分）借入経費の支出について（５月分）
1,644,555

財政局 管理課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田市税事務所（大阪駅前第２ビル）に係る駐車場利用料の支出について（R２年７月分）
66,000

財政局 管理課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 あべのメディックス管理費及び修繕積立金（７月分）の支出について
307,191

財政局 管理課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 あべの市税事務所に係る光熱費の支出について（５月分）
324,357

財政局 管理課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和２年度弁天町市税事務所機械警備業務委託に係る経費の支出について（Ｒ２年５月分）
32,560

財政局 管理課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 弁天町市税事務所清掃業務委託に係る経費の支出について（Ｒ２年５月分）
167,200

財政局 管理課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る賃料及び共益費の支出について（７月分）
9,110,097

財政局 管理課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 令和２年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（５月分）の支出について
2,995

財政局 管理課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 令和２年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（５月分）の支出について
3,603

財政局 管理課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 令和２年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（５月分）の支出について
2,827

財政局 管理課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 令和２年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（５月分）の支出について
2,808

財政局 管理課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る駐車場利用料の支出について（７月分）
33,000

財政局 管理課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る駐輪場利用料の支出について（7・8・9月分）
13,500

財政局 管理課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 弁天町市税事務所（大阪ベイタワー）に係る賃料及び共益費の支出について（６月分）
5,341,258

財政局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 「自治体法務サポート　行政不服審査の実務（追録）」ほか７点買入（上半期）経費の支出について（1回目）
95,945

財政局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 聴覚障がい者支援用音声認識アプリUDトーク利用（なんば）にかかる電気通信サービス及び法人モバイル端末レンタルサービスにおける支出について（5月分）
8,140

財政局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 聴覚障がい者支援用音声認識アプリUDトーク利用（京橋・弁天・あべの）にかかる電気通信サービス及び法人モバイル端末レンタルサービスにおけるについて（5月分）
24,420

財政局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 聴覚障がい者支援用音声認識アプリUDトーク利用（船場）にかかる電気通信サービス及び法人モバイル端末レンタルサービスにおける支出について（5月分）
8,140

財政局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務経費の支出について（５月分）
1,760

財政局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る駐車場利用料の支出について（７月分）
46,695

財政局 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 税務事務用乾式デジタル複合機にかかるコピー代（税務部・財務部・市債権・照会センター・税務部分室（固定）・各市税事務所分）の支出について（令和２年５月分）
901,277

財政局 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 税務事務用乾式デジタル複合機にかかるコピー代（税務部・財務部・市債権・照会センター・税務部分室（固定）・各市税事務所分）の支出について（令和２年５月分）
13,804

財政局 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（５月分）
516,959

財政局 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（５月分）
5,500

財政局 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る賃料及び共益費の支出について（６月分）
12,227,820

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（４月分）
14,560

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（４月分）
21,798

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（４月分）
17,666

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）職員市内出張交通費等の支出について（４月分）
3,970

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 船場法人市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（４月分）
13,600

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（４月分）
18,130

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 あべの市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（４月分）
48,171
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財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 市税関係業務共通使用封筒ほか１点買入に係る経費の支出について（第１回分）
2,168,083

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 京橋市税事務所に係る光熱水費の支出について（Ｒ２年４月分）
258,287

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る光熱水費の支出について（５月分）
387,010

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る共用電気使用料の支出について（５月分）
150,525

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 税務部用後納郵便料金の支出について（５月分）
10,701

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 税務部用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,208

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 税務部用後納郵便料金の支出について（５月分）
34,108

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 なんば・あべの・船場法人市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（５月分）
510,076

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 市税事務所用ひかり電話回線使用料（５月分）の支出について
1,082,888

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 市税事務所用後納郵便料金の支出について（５月分）
72,313,613

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 梅田・京橋・弁天町市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（Ｒ２年５月分）
124,921

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 税務部用後納郵便料金の支出について（５月分）
22,200

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 税務部用後納郵便料金の支出について（５月分）
9,626

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 大阪市財政局船場法人市税事務所及び税務部分室機械警備業務委託（長期継続）の経費の支出について（５月分）
66,550

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和元年度及び令和２年度大阪市税証明郵送センターにおける税証明書発行関係業務等に係る労働者派遣（長期継続契約）の支出について（５月分）
367,149

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 大阪市財政局梅田市税事務所機械警備業務委託（長期継続契約）経費の支出について（令和２年５月分）
36,300

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る室外機専用使用料の支出について（７月分）
3,800

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式借入（再リース）経費の支出について（５月分）
52,580

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る賃料等（賃料・共益費）の支出について（令和２年６月・７月分）
874,408

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 弁天町市税事務所（大阪ベイタワー）に係る駐車場利用料の支出について（R２年７月分）
41,800

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 京橋市税事務所（ＪＥＩ京橋ビル）に係る賃料及び共益費の支出について（７月分）
7,733,456

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐車場利用料の支出について（７月分）
132,000

財政局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 なんば市税事務所鼠・衛生害虫防除作業に係る経費の支出について（１回目）
61,143

財政局 収税課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託　長期継続（概算契約）に係る経費の支出について（R2.4月分)
11,005,115

財政局 収税課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託　長期継続（概算契約）にかかる経費の支出について（R2.4月分）
302,808

財政局 収税課 令和02年06月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託　長期継続（概算契約）にかかる経費の支出について（R2.4月分）
15,466

財政局 収税課 令和02年06月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託　長期継続（概算契約）に係る経費の支出について（R2.4月分)
4,088,538

財政局 収税課 令和02年06月05日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託　長期継続（概算契約）に係る経費の支出について（R2.4月分)
398,961

財政局 収税課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託　長期継続（概算契約）にかかる経費の支出について（R2.4月分）
19,492

財政局 収税課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託　長期継続（概算契約）に係る経費の支出について（R2.4月分)
1,529,295

財政局 収税課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 大阪市税クレジットカード納付に係る収納代行業務委託　長期継続（概算契約）-2にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
430,540

財政局 収税課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 平成31年度市税徴収金収納整理事務に係る印字出力・事後処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（令和2年4月分）
786,835

財政局 収税課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 大阪市税クレジットカード納付に係る収納代行業務委託　長期継続（概算契約）-1にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
651,954

財政局 収税課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 オンライン用納付書印刷に係る経費の支出について（第１回分納）
798,248

財政局 収税課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　印刷製本費 Ｗeb口座振替・クレジット収納勧奨・猶予制度周知チラシ印刷に係る経費の支出について
330,000

財政局 収税課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員にかかる市内出張交通費の支出について（5月分）
7,560

財政局 収税課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 口座振替・自動払込依頼書受付完了のお知らせハガキ印刷にかかる経費の支出について（第１回中間）
137,753

財政局 収税課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 督促状（ＭＰＮ対応納付書）ほか１点の印刷にかかる経費の支出について（第１回分納）
741,092

財政局 収税課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　手数料 Ｗｅｂ口座振替受付サービスにかかる従量料金の支払いについて（令和２年５月分）
6,643

財政局 収税課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　手数料 Ｗｅｂ口座振替受付サービスにかかる従量料金の支払いについて（令和２年５月分）
2,275

財政局 収税課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　手数料 Ｗｅｂ口座振替受付サービスにかかる従量料金の支払いについて（令和２年５月分）
910

財政局 収税課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 市債権回収対策事務用図書（「改正民法対応版　Ｑ＆Ａ自治体の私債権管理・回収マニュアル」外４点）の買入経費の支出について
12,980

財政局 収税課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 備品購入費　図書購入費 市債権回収対策事務用図書（「改正民法対応版　Ｑ＆Ａ自治体の私債権管理・回収マニュアル」外４点）の買入経費の支出について
11,550

財政局 収税課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 税務事務用ゴム印買入にかかる経費の支出について
6,600

財政局 収税課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 大阪市税クレジットカード納付に係る収納代行業務委託　長期継続（概算契約）-1にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
243,903

財政局 収税課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 税務部収税課市内出張交通費等の支出について（5月分）
1,120

財政局 収税課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 収納対策特別チームに係る返信用切手の購入にかかる経費の支出について
25,200
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財政局 収税課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 収納対策特別チームに係る返信用切手の購入にかかる経費の支出について
3,200

財政局 収税課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 市税事務所内収納現金等警備輸送業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（R2.5月分）
579,120

財政局 収税課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託　長期継続（概算契約）にかかる経費の支出について（R2.5月分）
78,012

財政局 収税課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和２年度督促状搬送業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
102,850

財政局 収税課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託　長期継続（概算契約）にかかる経費の支出について（R2.5月分）
15,136

財政局 収税課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託　長期継続（概算契約）にかかる経費の支出について（R2.5月分）
14,608

財政局 課税課 令和02年06月04日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和２年度個人市・府民税当初課税関係業務等に係る労働者派遣（長期継続契約）（梅田市税事務所及び弁天町市税事務所）に係る経費の支出について（令和２年４月分）
3,579,354

財政局 課税課 令和02年06月04日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和２年度個人市・府民税当初課税関係業務等に係る労働者派遣（長期継続契約）（京橋市税事務所及びなんば市税事務所）に係る経費の支出について（令和２年４月分）
4,076,559

財政局 課税課 令和02年06月04日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和２年度個人市・府民税当初課税関係業務等に係る労働者派遣（長期継続契約）（あべの市税事務所）の経費の支出について（令和２年４月分）
3,135,067

財政局 課税課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和２年度個人市民税特別徴収税額通知書出力及び封入封緘等処理業務委託（概算契約）の経費の支出について（４月分）
491,058

財政局 課税課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 令和２年度市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書納税義務者用（当年分）ほか４点印刷の経費の支出について（１回目/全２回）
1,688,927

財政局 課税課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 令和２年度市民税・府民税特別徴収納入書印刷の経費の支出について
2,636,696

財政局 課税課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 令和２年度市民税・府民税特別徴収税額通知書送付用封筒（封入封緘用）ほか１点買入の支出について
3,231,013

財政局 課税課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 税務部課税課固定資産税グループ用市内出張交通費の支出について（４月分）
9,998

財政局 課税課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　印刷製本費 令和２年度市民税・府民税納税通知書同封用ちらしほか３点印刷の経費の支出について
1,496,419

財政局 課税課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和２年度軽自動車税（種別割）納税通知書作成に係る作表処理業務委託（概算契約）経費の支出について
1,502,419

財政局 課税課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和２年度軽自動車税（種別割）納税通知書作成に係る封入封緘等処理業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（最終支払い）
1,382,739

財政局 課税課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 税務部課税課固定資産税グループ用市内出張交通費の支出について（５月分）
3,209

財政局 課税課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 税務部課税課職員の出張交通費（令和２年５月分）の支出について
8,724

財政局 課税課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和２年度法人市民税申告納付依頼状作成に係る封入封緘等処理業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（５月分）
143,454

財政局 課税課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和２年度個人市民税特別徴収税額通知書出力及び封入封緘等処理業務委託（概算契約）の経費の支出について（５月分）
397,793

財政局 課税課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和２年度個人市・府民税当初課税関係業務等に係る労働者派遣（長期継続契約）（あべの市税事務所）に係る経費の支出について（令和２年５月分）
1,088,502

財政局 課税課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和２年度個人市・府民税当初課税関係業務等に係る労働者派遣（長期継続契約）（京橋市税事務所及びなんば市税事務所）に係る経費の支出について（令和２年５月分）
1,091,269

財政局 課税課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和２年度個人市・府民税当初課税関係業務等に係る労働者派遣（長期継続契約）（梅田市税事務所及び弁天町市税事務所）に係る経費の支出について（令和２年５月分）
1,951,070

財政局 課税課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和２年度法人市民税・事業所税申告納付依頼状等作成に係る作表等処理業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（５月分）
419,298

財政局
梅田市税事務所管理担
当

令和02年06月10日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
1,210

財政局
梅田市税事務所管理担
当

令和02年06月10日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所税務事務用切手購入経費の支出について（令和２年６月分）
29,400

財政局
京橋市税事務所管理担
当

令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 京橋市税事務所会計年度任用職員等に係る市内出張交通費（令和２年４月分）の支出について
840

財政局
京橋市税事務所管理担
当

令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所会計年度任用職員等に係る市内出張交通費（令和２年４月分）の支出について
1,800

財政局
京橋市税事務所管理担
当

令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 京橋市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年度5月分）
239

財政局
京橋市税事務所管理担
当

令和02年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 令和２年度京橋市税事務所　郵便切手（照会文書返信用等）購入経費の支出について（６月購入分）
50,400

財政局
京橋市税事務所管理担
当

令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 京橋市税事務所会計年度任用職員等に係る市内出張交通費（令和２年４月分及び５月分）の支出について
1,700

財政局
京橋市税事務所管理担
当

令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所会計年度任用職員等に係る市内出張交通費（令和２年４月分及び５月分）の支出について
960

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

令和02年06月01日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 弁天町市税事務所に係る小口支払基金繰入金の支出について(令和2年4月分)
39,853

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

令和02年06月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 弁天町市税事務所に係る小口支払基金繰入金の支出について(令和2年5月分)
1,051

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

令和02年06月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　印刷製本費 弁天町市税事務所に係る小口支払基金繰入金の支出について(令和2年5月分)
840

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

令和02年06月23日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所にかかる一般事務用郵便切手購入経費の支出について（令和2年6月購入分）
193,600

財政局
なんば市税事務所管理担
当

令和02年06月08日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 なんば市税事務所税務事務用日付印買入に係る経費の支出について
2,530

財政局
なんば市税事務所管理担
当

令和02年06月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所事務用郵便切手購入代金の支出について（令和2年7月分）
2,200

財政局
なんば市税事務所管理担
当

令和02年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 なんば市税事務所に係る市内出張等交通費の支出について（会計年度任用職員）（令和2年5月分）
3,906

財政局
なんば市税事務所管理担
当

令和02年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
3,059

財政局
なんば市税事務所管理担
当

令和02年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
520

財政局
あべの市税事務所収納
対策担当

令和02年06月05日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 財産調査（照会）に係る用紙・コピー代等の支出について
44

財政局
あべの市税事務所収納
対策担当

令和02年06月24日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 財産調査（照会）に係る用紙・コピー代等の支出について
176

財政局
あべの市税事務所管理
担当

令和02年06月12日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所滞納整理事務文書返信用等郵便切手購入経費の支出について（6・7月分）
301,700

財政局
あべの市税事務所管理
担当

令和02年06月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 税務用市長公印（あべの市税事務所）買入経費の支出について
5,500

財政局
あべの市税事務所管理
担当

令和02年06月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
13,987
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財政局
あべの市税事務所管理
担当

令和02年06月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　印刷製本費 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
120

財政局
あべの市税事務所管理
担当

令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 あべの市税事務所における再任用、臨時的任用職員、会計年度任用職員の市内出張交通費支出について（5月分）
3,788

財政局
あべの市税事務所管理
担当

令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 あべの市税事務所における再任用、臨時的任用職員、会計年度任用職員の市内出張交通費支出について（5月分）
1,730

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月01日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 資金前渡による市税の還付金にかかる還付加算金６月分の支出について
700,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月01日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１件）
1,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡による市税の還付金６月分の支出について（歳出）
9,500,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３４件）
4,855,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１１件）
3,193,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月03日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出９件）
155,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月04日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１件）
1,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月04日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１５件）
308,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月05日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２件）
4,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出５件）
265,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月08日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（５件）
10,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３５件）
1,117,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月09日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２件）
3,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出８件）
799,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月10日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（４件）
13,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月10日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
410

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月10日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２７件）
779,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月11日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１件）
2,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月11日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３件）
71,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月12日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（４件）
96,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月12日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 市税にかかる返還金に伴う利息金の支出について
1,659,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市税にかかる返還金の支出について（固定資産税）
6,199,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２５件）
2,464,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
8,719

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月15日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２件）
14,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
14,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４７件）
2,142,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１６件）
615,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３件）
834,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２５件）
16,089,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３５件）
1,040,693

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（８２件）
265,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１０件）
456,429

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出９２５件）
32,919,810

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２７件）
59,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出７６４件）
17,220,982

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
150

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１０件）
18,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１４件）
90,985

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出５３６件）
12,728,605

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月23日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２４件）
203,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４２１件）
24,353,265

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３８５件）
8,949,636

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月24日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（８件）
21,000
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財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２２６件）
7,873,447

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割４７１件）
15,140,604

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（４件）
7,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（配当割１件）
1,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１７１件）
7,507,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割６０９件）
21,630,422

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（配当割３件）
7,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１４件）
51,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割７７３件）
43,457,364

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２０８件）
11,642,758

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月29日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（６件）
14,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割６０３件）
20,977,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１３５件）
11,418,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（配当割１件）
1,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１件）
3,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１０８件）
2,052,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割５５９件）
18,165,712

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

令和02年06月09日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
31,490

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

令和02年06月09日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
330

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

令和02年06月10日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和元年度～令和2年度　船場法人市税事務所における収納管理業務に係る労働者派遣（長期継続）の導入経費の支出について(令和2年4月分)
2,098,673

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

令和02年06月12日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 船場法人市税事務所会計年度任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（４月分）
2,124

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

令和02年06月12日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和２年度　船場法人市税事務所における課税資料入力等業務運営支援業務委託にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
7,240,750

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

令和02年06月22日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 財政局税務事務非常勤嘱託職員の通勤災害に係る療養補償費の支出について（令和２年３月分）
35,540

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

令和02年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 船場法人市税事務所会計年度任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（５月分）
1,764

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

令和02年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 船場法人市税事務所臨時的任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（５月分）
360

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

令和02年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和２年度　船場法人市税事務所における課税資料入力等業務運営支援業務委託にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
7,240,750

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和元年度～令和2年度　船場法人市税事務所における収納管理業務に係る労働者派遣（長期継続）の導入経費の支出について（令和２年５月分）
1,926,771

都市計画局 都市計画課 令和02年06月11日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 まちづくり活動支援事業用　市内等出張に係る旅費の支出について（令和２年４月分）
1,160

都市計画局 都市計画課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報償費　報償金
景観形成方策の推進用　大阪市景観読本改定業務委託（眺望・夜間景観形成基準の解説書の検討及び作成）に係る第1回業者選定委員会委員報償金の支出について（4/9
開催） 51,600

都市計画局 都市計画課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 都市景観委員会用　都市景観形成推進協議会令和２年度負担金の支出について
30,000

都市計画局 都市計画課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 国土利用計画法関係事務用　令和２年版地価公示時系列データＣＤ－ＲＯＭ購入にかかる経費の支出について
24,640

都市計画局 交通政策課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 総合交通対策関係事務用市内等出張交通費の支出について（令和２年４月分）
5,755

都市計画局 総務担当 令和02年06月12日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内及び近接地出張旅費の支出について（４月分）
504

都市計画局 総務担当 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（４月分）
135,043

都市計画局 総務担当 令和02年06月19日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　特別旅費 一般事務用　令和２年４月１日付帰任による移転に伴う赴任旅費の支出について
164,670

都市計画局 総務担当 令和02年06月22日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
8,360

都市計画局 総務担当 令和02年06月22日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,222

都市計画局 総務担当 令和02年06月22日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
280

都市計画局 総務担当 令和02年06月29日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（５月分）
19,364

都市計画局 総務担当 令和02年06月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（５月分）
9,298

都市計画局 総務担当 令和02年06月29日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（５月分）
18,568

都市計画局 総務担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市計画局）一式　長期借入に伴う経費の支出について（5月分）
226,124

都市計画局 総務担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市計画局）一式　長期借入に伴う経費の支出について（5月分）
38,260

都市計画局 総務担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画行政支援システム　大阪市地形図管理基本システム及び都市計画窓口システム用機器一式長期借入に伴う経費の支出について（5月分）
159,500

都市計画局 総務担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　LGWAN接続系利用パソコン等機器（都市計画局）一式長期借入に伴う経費の支出について（5月分）
29,822

都市計画局 総務担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 大判インクジェットプリンタ（A0サイズ対応）の長期借入[リース契約]に伴う経費の支出について（5月分）
14,256

都市計画局 総務担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市計画局）一式　長期借入（追加分）に伴う経費の支出について（5月分）
330,947
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都市計画局 総務担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市計画局）一式　長期借入に伴う経費の支出について（5月分）
178,013

都市計画局 統計調査担当 令和02年06月16日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 委託料　委託料 大阪市統合型ＧＩＳ運用促進事業用　大阪市統合型GIS再構築・運用保守業務委託（長期継続契約）の経費の支出について（令和２年４月分）
668,888

都市計画局 統計調査担当 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内等出張交通費の支出について（４月分）
1,478

都市計画局 統計調査担当 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内等出張交通費の支出について（４月分）
504

都市計画局 統計調査担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 負担金、補助及交付金　分担金 統計整備事務用　近畿都市統計協議会令和２年度分担金の支出について
38,000

都市計画局 うめきた整備担当 令和02年06月19日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 うめきた関係事務　市内等出張交通費の支出について（４月分）
3,205

都市計画局 うめきた整備担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 うめきた関係事務　市内等出張交通費の支出について（５月分）
1,044

都市計画局 開発計画課 令和02年06月05日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用電話料金及びインターネットプロバイダ料金等の支出について（令和２年４月分）
7,757

都市計画局 開発計画課 令和02年06月05日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　手数料 淀屋橋アイ・スポット用電話料金及びインターネットプロバイダ料金等の支出について（令和２年４月分）
165

都市計画局 開発計画課 令和02年06月12日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 開発計画関係事務用大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（咲洲庁舎）費用の支出について（４月分）
5,225

都市計画局 開発計画課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　光熱水費 淀屋橋アイ・スポット用電気使用料の支出について（５月分）
1,058

都市計画局 開発計画課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 開発計画関係事務用大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（咲洲庁舎）費用の支出について（５月分）
5,225

都市計画局 開発計画課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 開発計画関係事務用大阪府咲洲庁舎にかかる電話料金の支出について（４月分）
22,876

都市計画局 開発計画課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 淀屋橋アイ・スポット用管理費（分担金）の支出について（６月分）
195,712

都市計画局 開発誘導課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発許可関係事務用　市内出張等の旅費の支出について（令和２年４月分）
5,460

都市計画局 建築企画課 令和02年06月02日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務　複写電送装置（モノクロファクシミリ）長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
4,950

都市計画局 建築企画課 令和02年06月05日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　令和２年度建築計画概要書等の写しの交付等業務委託にかかる経費の支出について（４月分）
206,158

都市計画局 建築企画課 令和02年06月08日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 建築審査会事務用　大阪市建築審査会（４月定例会）にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について
122,000

都市計画局 建築企画課 令和02年06月08日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 建築審査会事務用　大阪市建築審査会（４月定例会）にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について
5,890

都市計画局 建築企画課 令和02年06月10日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　建築関係ＪＩＳ要覧　外１７点　概算買入の経費の支出について（４月分）
38,369

都市計画局 建築企画課 令和02年06月12日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（4月1日～4月30日分）の支出について
48,842

都市計画局 建築企画課 令和02年06月16日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　令和２年度建築計画概要書の閲覧等の申請にかかる窓口業務労働者派遣事業（概算契約）に係る経費の支出について（４月分）
140,662

都市計画局 建築企画課 令和02年06月23日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　令和２年度建築計画概要書等の写しの交付等業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
206,158

都市計画局 建築企画課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　建築関係ＪＩＳ要覧　外１７点　概算買入の経費の支出について（５月分）
20,589

都市計画局 建築企画課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用　複写電送装置（モノクロファクシミリ）長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
4,950

都市計画局 建築企画課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 負担金、補助及交付金　分担金 建築基準行政事務用　日本建築行政会議令和２年度負担金の支出について
550,000

都市計画局 建築確認課 令和02年06月09日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　建築行政共用データベースシステム（総合管理センター環境）利用に係る業務委託料（４月分）の支出について
265,496

都市計画局 建築確認課 令和02年06月11日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　令和２年度大阪市建築行政支援システム建築台帳整備に係るデータ入力業務委託（4月分）の支出について
413,076

都市計画局 建築確認課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用　平成30年度市民用建築情報検索システム機種更新に係る機器等一式　長期借入料（５月分）の支出について
52,580

都市計画局 建築確認課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用　平成29年度　建築行政支援システム機種更新に係る機器及び庁内情報利用パソコン等一式　長期借入料（５月分）の支出について
99,220

都市計画局 建築確認課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　建築行政共用データベースシステム（総合管理センター環境）利用に係る業務委託料（５月分）の支出について
265,489

都市計画局 建築確認課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　令和２年度大阪市建築行政支援システム建築台帳整備に係るデータ入力業務委託料（5月分）の支出について
383,392

都市計画局 監察課 令和02年06月15日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　其他委員等旅費 会計年度任用職員　市内出張交通費（４月分）の支出について
4,365

都市計画局 監察課 令和02年06月24日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　其他委員等旅費 会計年度任用職員　市内出張交通費（５月分）の支出について
734

福祉局 総務課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（３回線）の支出について（４月分）
63,557

福祉局 総務課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室庁内情報ネットワークにおける通信使用料等の支出について（令和２年４月分）
4,039

福祉局 総務課 令和02年06月01日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（３回線）の支出について（４月分）
66,261

福祉局 総務課 令和02年06月01日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室庁内情報ネットワークにおける通信使用料等の支出について（令和２年４月分）
4,211

福祉局 総務課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　令和２年４月分コピー代金の支出について（コニカミノルタ9台分）
407,334

福祉局 総務課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　令和２年４月分コピー代金の支出について（コニカミノルタ1台分）
59,649

福祉局 総務課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　令和２年４月分コピー代金の支出について（ゼロックス2台分）
57,218

福祉局 総務課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 令和２年度　福祉局船場分室用　コピー代金の支出について（４月分）
29,659

福祉局 総務課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 令和２年度　福祉局船場分室用　コピー代金の支出について（４月分）
30,922

福祉局 総務課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理用　福祉局（自立支援課）電話設備の増設にかかる経費の支出について
23,650

福祉局 総務課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 庁舎管理用　福祉局本庁舎２階北側事務室間仕切撤去業務にかかる経費の支出について
116,600

福祉局 総務課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 令和２年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の支出について（令和２年４月分）
3,534

福祉局 総務課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の支出について（令和２年４月分）
384
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福祉局 総務課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の支出について（令和２年４月分）
27,621

福祉局 総務課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の支出について（令和２年４月分）
31,116

福祉局 総務課 令和02年06月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 令和２年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の支出について（令和２年４月分）
4,779

福祉局 総務課 令和02年06月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 令和２年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の支出について（令和２年４月分）
2,762

福祉局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉業務用　市内出張交通費の支出について（令和２年４月）
1,363

福祉局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 人事・勤務条件グループ事務用出張旅費（４月分）の支出について
1,430

福祉局 総務課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 令和２年度　福祉局船場分室（障がい者施策部運営指導課席）電話機増設に伴う架設作業の実施及び所要経費の支出について
27,500

福祉局 総務課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　社会福祉法人・施設監査事務用マジックコネクト利用にかかる経費の支出について（５月分）
1,738

福祉局 総務課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度　福祉局職員東京赴任公舎賃貸借契約にかかる経費の支出について（令和２年７月分）
103,000

福祉局 総務課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉局事業用不織布マスクの買入に係る経費の支出について
29,645,000

福祉局 総務課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉局事業用布マスクの買入にかかる経費の支出について
150,000

福祉局 総務課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 令和２年度　船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（４月分）
27,839

福祉局 総務課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 福祉局職員東京赴任公舎における日常生活用品借入契約にかかる経費の支出について（４月分）
11,229

福祉局 総務課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　船場分室の複写電送装置（ファクシミリ）長期借入経費の支出について（５月分）
3,939

福祉局 総務課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度　船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（６月分）
700,672

福祉局 総務課 令和02年06月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 令和２年度　船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（４月分）
29,023

福祉局 総務課 令和02年06月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　船場分室の複写電送装置（ファクシミリ）長期借入経費の支出について（５月分）
4,107

福祉局 総務課 令和02年06月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度　船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（６月分）
730,488

福祉局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （14）一般事務用　平成２９年度デジタル印刷機長期借入（総務部）にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
10,082

福祉局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑰　一般事務用　平成27年度複写電送装置（ファックス機）長期借入　（総務部、生活福祉部、高齢者施策部、障がい者施策部）にかかる経費の支出について（令和２年５月分
10,908

福祉局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （18）複写電送装置（ファクシミリ）「リハセン・福祉システム課」にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
5,508

福祉局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （19）一般事務用　平成28年度複写電送装置「ファクシミリ・地域福祉課」の長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
3,888

福祉局 総務課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　令和２年５月分コピー代金の支出について（コニカミノルタ1台分）
69,708

福祉局 総務課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　令和２年５月分コピー代金の支出について（ゼロックス2台分）
120,421

福祉局 総務課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 令和２年度　乾式デジタル複合機（福祉局船場分室用）長期借入（単価契約）の支出について（５月分）
28,238

福祉局 総務課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　令和２年５月分コピー代金の支出について（コニカミノルタ9台分）
284,050

福祉局 総務課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 令和２年度　乾式デジタル複合機（福祉局船場分室用）長期借入（単価契約）の支出について（５月分）
29,439

福祉局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 令和２年度　社会福祉法人・施設監査事務用　タブレット端末運用経費の支出について（５月分）
8,144

福祉局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　逓送未配達事業所への郵送経費の支出について（弘済院・令和２年５月分）
1,240

福祉局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 令和２年度福祉局文書等逓送業務委託に係る経費の支出について（令和２年５月分）
121,314

福祉局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 福祉局職員東京赴任公舎における日常生活用品借入契約にかかる経費の支出について（５月分）
11,229

福祉局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度日本放送協会放送受信料にかかる経費の支出について（令和２年４月分～令和３年３月分）
79,728

福祉局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 令和２年度福祉局文書等逓送業務委託に係る経費の支出について（令和２年５月分）
141,531

福祉局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉局事業用消毒液の買入にかかる経費の支出について
60,500

福祉局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 令和２年度　法人監理グループにおける後納郵便料金の支出について（５月分）
7,870

福祉局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 人事・勤務条件グループ事務用出張旅費（５月分）の支出について
504

福祉局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（３回線）の支出について（５月分）
57,471

福祉局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室庁内情報ネットワークにおける通信使用料等の支出について（令和２年５月分）
4,039

福祉局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 令和２年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の支出について（令和２年５月分）
2,787

福祉局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の支出について（令和２年５月分）
384

福祉局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の支出について（令和２年５月分）
19,794

福祉局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の支出について（令和２年５月分）
24,532

福祉局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 令和２年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の支出について（令和２年５月分）
5,027

福祉局 総務課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（３回線）の支出について（５月分）
59,917

福祉局 総務課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室庁内情報ネットワークにおける通信使用料等の支出について（令和２年５月分）
4,211

福祉局 総務課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 令和２年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の支出について（令和２年５月分）
2,762

福祉局 経理・企画課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 管財グループ業務用市内出張旅費の支出について（５月分）
9,240
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福祉局 経理・企画課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 令和２年度福祉局小口支払基金の繰入について（令和２年５月分）
15,496

福祉局 経理・企画課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 管財グループ事務用書籍（月刊　建設物価（2020年4月号、建築申請memo2020、建築消防advice2020）の買入並びに所要経費の支出について
13,796

福祉局 経理・企画課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　燃料費 令和２年度福祉局小口支払基金の繰入について（令和２年５月分）
485

福祉局 経理・企画課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　食糧費 令和２年度福祉局小口支払基金の繰入について（令和２年５月分）
212

福祉局 経理・企画課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 令和２年度福祉局小口支払基金の繰入について（令和２年５月分）
7,920

福祉局 経理・企画課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 令和２年度福祉局小口支払基金の繰入について（令和２年５月分）
36,844

福祉局 経理・企画課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 令和２年度　もと夕凪寮機械警備業務委託に係る経費の支出について（５月分）
8,250

福祉局 経理・企画課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 令和２年度福祉局小口支払基金の繰入について（令和２年５月分）
15,708

福祉局 経理・企画課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 企画グループ市内出張旅費の支出について（５月分）
964

福祉局 経理・企画課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 経理・調達事務用「地方財務実務提要583-585号」の支出について
8,349

福祉局 経理・企画課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 施設管理用港区老人福祉センターの電気代の支出について（６月分（5月1日～5月31日））
36,820

福祉局 経理・企画課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 令和２年度福祉局後納郵便料金の一括支払について（５月分）
4,467,022

福祉局 地域福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 償還金、利子及割引料　償還金 大学奨学金返還金等にかかる国庫補助金の返還について
18,062,716

福祉局 地域福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 相談支援グループ　市内出張旅費の支出について（令和２年４月分）
3,030

福祉局 地域福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 （令和２年４月実施分）総合的な相談支援体制の充実事業にかかる報償金の支出について
17,800

福祉局 地域福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（令和２年４月分）
460

福祉局 地域福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（令和２年４月分）
3,464

福祉局 地域福祉課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 相談支援グループ（会計年度任用職員分）　市内出張旅費の支出について（令和２年４月分）
824

福祉局 地域福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 令和２年度地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業に係る委託料の支出について（第２四半期分）
65,468,508

福祉局 地域福祉課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 高齢者虐待防止にかかる緊急連絡携帯電話料金の支出について（令和２年５月分）
1,029

福祉局 地域福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市社会福祉研修・情報センターにおける建築物の石綿定性・定量分析調査業務委託の実施及び同所要経費の支出について
140,800

福祉局 地域福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　筆耕翻訳料 民生委員・児童委員に対する表彰状等毛筆筆耕（部分書き）経費の支出について（１回目）
3,580

福祉局 地域福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 令和２年度民生委員・児童委員活動推進事業にかかる委託料の支出について（第２四半期分）
5,128,429

福祉局 地域福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度民生委員協議会交付金の支出について（第２四半期）
21,252,584

福祉局 地域福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度大阪市地域福祉活動支援事業交付金の交付について（第２四半期分）
254,083,031

福祉局 地域福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 第１回大阪市地域福祉計画策定にかかる計画素案及び計画書作成等支援業務委託事業者選定会議に関する報償金の支出について
51,300

福祉局 地域福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 相談支援グループ（会計年度任用職員分）　市内出張旅費の支出について（令和２年５月分）
459

福祉局 地域福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 令和2年度大阪市緊急援護資金貸付事業の所要経費の支出について（第２四半期分）
3,198,105

福祉局 保護課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（令和２年６月分）
15,260,657

福祉局 保護課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　住宅扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（令和２年６月分）
5,272,100

福祉局 保護課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（令和２年６月分）
8,560

福祉局 保護課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生業扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（令和２年６月分）
5,300

福祉局 保護課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　措置扶助金 支援給付被支援者にかかる配偶者支援金の支出について（令和２年６月分）
868,540

福祉局 保護課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活福祉部保護課（医療グループ）市内出張交通費（４月分）の支出について
4,400

福祉局 保護課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用レセプトデータ受信のための回線使用料の支出について（５月分（４月利用分））
5,467

福祉局 保護課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する報酬及び交通費の支出について（令和２年５月分）
78,000

福祉局 保護課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する報酬及び交通費の支出について（令和２年５月分）
4,580

福祉局 保護課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（ストーマ装具）の支出について（令和２年５月請求分）
73,780

福祉局 保護課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度中国語通訳委託事業の実施及び同所要経費の支出について（4月分）
18,249

福祉局 保護課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる生活支援給付金（おむつ代）の支出について（令和２年５月請求分）
19,500

福祉局 保護課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護施設市内出張交通費（令和２年４月分）の支出について
1,386

福祉局 保護課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護施設措置費（令和２年４月概算分）の精算について（追給）
2,225,069

福祉局 保護課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　施設事務費 生活保護施設措置費（令和２年４月概算分）の精算について（追給）
4,636,108

福祉局 保護課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（住宅改修）の支出について（令和２年５月請求分）
7,040

福祉局 保護課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる文書料の支出について（令和２年５月分）
5,500

福祉局 保護課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる施術報酬の支出について（令和２年５月請求分）
8,240

福祉局 保護課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業にかかる所要経費の支出について（令和２年３月依頼、令和２年４月作業分）
74,799
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福祉局 保護課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる生活支援給付金（おむつ代）の支出について（令和２年５月請求分）
4,050

福祉局 保護課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入）の支出について（令和２年５月分）
3,630

福祉局 保護課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 一般事務用市内出張交通費（４月分）の支出について（保護グループ）
720

福祉局 保護課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（４月分）の支出について（保護グループ）
360

福祉局 保護課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業にかかる所要経費の支出について（令和２年３月依頼、令和２年４月作業分）
5,867,520

福祉局 保護課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護施設措置費（令和２年６月概算分）の支出について
51,717,751

福祉局 保護課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　施設事務費 生活保護施設措置費（令和２年６月概算分）の支出について
228,753,585

福祉局 保護課 令和02年06月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業にかかる所要経費の支出について（令和２年３月依頼、令和２年４月作業分）
78

福祉局 保護課 令和02年06月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業にかかる所要経費の支出について（令和２年３月依頼、令和２年４月作業分）
537,533

福祉局 保護課 令和02年06月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業にかかる所要経費の支出について（令和２年３月依頼、令和２年４月作業分）
1,256

福祉局 保護課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 保護課医療Ｇ所属会計年度任用職員にかかる市内出張旅費の支出について（令和２年４月分）
1,610

福祉局 保護課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 保護課医療Ｇ所属会計年度任用職員にかかる市内出張旅費の支出について（令和２年４月分）
2,010

福祉局 保護課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる生活支援給付金（おむつ代）の支出について（令和２年６月請求分）
20,800

福祉局 保護課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる文書料の支出について（令和２年６月請求分）
3,300

福祉局 保護課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる文書料の支出について（令和２年５月請求分）
3,000

福祉局 保護課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 保護課医療Ｇ所属会計年度任用職員にかかる市内出張旅費の支出について（令和２年５月分）
4,490

福祉局 保護課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 ケースワーク業務支援用市内出張交通費（５月分）の支出について　査察指導グループ
1,225

福祉局 保護課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 保護課医療Ｇ所属会計年度任用職員にかかる市内出張旅費の支出について（令和２年５月分）
640

福祉局 保護課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 保護課医療Ｇ所属会計年度任用職員にかかる市内出張旅費の支出について（令和２年５月分）
4,490

福祉局 保護課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護施設市内出張交通費（令和２年５月分）の支出について
1,880

福祉局 保護課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　光熱水費 もと大淀寮等における電気代（５月分）の支出について
37,989

福祉局 保護課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 令和２年度 中国残留邦人等支援給付レセプト電子データ提供料の支出について（令和２年４月審査分）
123

福祉局 保護課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　光熱水費 もと大淀寮等における電気代（５月分）の支出について
22,124

福祉局 保護課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護一般事務用入院患者日用品費等受領書返送郵便料金（5月分）の支出について
15,243

福祉局 保護課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度 総合福祉システム関連用レセプト電子データ提供料の支出について（令和２年４月審査分）
69,892

福祉局 保護課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（５月作業分、６月分保護費）の支出について
676,995

福祉局 保護課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等に対する支援給付業務用　介護支援給付費審査支払委託料の支出について（令和２年５月審査分）
37,335

福祉局 保護課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 中国残留邦人等に対する支援給付業務用　介護支援給付費の支出について（令和２年５月審査分）
1,980,892

福祉局 保護課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 令和２年度心理判定業務にかかる旅費支出について（救護施設　三恵園）
1,960

福祉局 保護課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 総合福祉システム用医療券等送付にかかる郵便料金の支出について（令和２年５月利用分）
2,937,438

福祉局 保護課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 生活保護業務用　生活保護法介護給付費異動連絡票入力処理委託料の支出について（令和２年５月審査分）
16,009

福祉局 保護課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 生活保護業務用　生活保護法介護給付費審査支払委託料の支出について（令和２年５月審査分）
8,303,380

福祉局 保護課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用　生活保護法介護給付費（介護扶助）の支出について（令和２年５月審査分）
533,070,725

福祉局 保護課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（５月作業分）の支出について
136,785

福祉局 保護課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（５月作業分）の支出について
222,420

福祉局 保護課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（５月作業分）の支出について
124,740

福祉局 保護課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（５月作業分）の支出について
285,945

福祉局 保護課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 中国残留邦人等の日本語教室通学にかかる交通費等の支出について（令和２年４月申請追加分）
100

福祉局 保護課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する報酬及び交通費の支出について（令和２年６月分）
78,000

福祉局 保護課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する報酬及び交通費の支出について（令和２年６月分）
4,580

福祉局 保護課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活福祉部保護課（医療グループ）市内出張交通費（５月分）の支出について
4,427

福祉局 保護課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活福祉部保護課（医療グループ）市内出張交通費（５月分）の支出について
460

福祉局 保護課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費住宅扶助金（府営住宅代理納付分）令和2年6月分の支出について
4,383,900

福祉局 保護課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用生活保護法医療扶助金施術報酬の支出について（令和２年６月審査分）
17,120,761

福祉局 保護課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業長期継続（概算契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年５月納品分）
28,508

福祉局 保護課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業長期継続（概算契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年５月納品分）
10,394

福祉局 保護課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 保護課医療Ｇ所属会計年度任用職員の市内出張旅費（令和２年４月分）にかかる再支出について
1,610
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福祉局 保護課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護一般事務用「入院患者日用品費受領書等返送用封筒」の印刷及び同所要経費の支出について
1,136,850

福祉局 保護課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業長期継続（概算契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年５月納品分）
3,520,427

福祉局 保護課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度　総合福祉システム（生活保護システム）出力帳票封入封緘等業務委託（概算契約）その２の支出について（５月分）
1,831,824

福祉局 保護課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護布団類概算買入及び同所要経費の支出について（令和２年４月分）
1,212,860

福祉局 保護課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業長期継続（概算契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年５月納品分）
35,653

福祉局 保護課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業長期継続（概算契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年５月納品分）
563

福祉局 保護課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業長期継続（概算契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年５月納品分）
43

福祉局 保護課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業長期継続（概算契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年５月納品分）
411,475

福祉局 保護課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 令和２年度　中国残留邦人等に対する支援給付用　審査支払委託料令和２年５月審査分の支出について
43,187

福祉局 保護課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 令和２年度永住帰国した中国残留邦人等及びその家族に対する地域生活支援事業「身近な地域での日本語教育支援事業」業務委託経費の支出について(第１四半期分)
1,773,825

福祉局 保護課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる生活支援給付金（おむつ代）の支出について（令和２年６月請求分）
7,260

福祉局 保護課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 令和２年度　中国残留邦人等支援給付用　診療報酬令和２年６月審査分（概算払い）の支出について
17,058,000

福祉局 保護課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 一般事務用市内出張交通費（５月分）の支出について（保護グループ）
4,320

福祉局 保護課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（５月分）の支出について（保護グループ）
2,154

福祉局 保護課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 監査指導研修用市内出張交通費（５月分）の支出について　査察グループ
7,104

福祉局 保護課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用レセプトデータ受信のための回線使用料の支出について（６月分（５月利用分））
5,467

福祉局 保護課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度　生活保護業務用　診療報酬審査支払委託料令和２年５月審査分の支出について
16,475,479

福祉局 保護課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費口座払分(令和２年７月分）の支出について
6,054,687,885

福祉局 保護課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費口座払分(令和２年７月分）の支出について
3,330,804,784

福祉局 保護課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費口座払分(令和２年７月分）の支出について
48,779,996

福祉局 保護課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 令和２年度　生活保護業務用　診療報酬令和２年６月審査分（概算払い）の支出について
8,619,064,843

福祉局 保護課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費口座払分(令和２年７月分）の支出について
19,660,578

福祉局 保険年金課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 令和２年度国保給付事務用市内出張交通費（令和２年４月分）の支出について
4,340

福祉局 保険年金課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 北区菅原町複合施設　機械警備業務委託にかかる所要経費の支出について（令和２年４月分）
35,437

福祉局 保険年金課 令和02年06月03日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 北区菅原町複合施設　機械警備業務委託にかかる所要経費の支出について（令和２年４月分）
6,797

福祉局 保険年金課 令和02年06月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 北区菅原町複合施設　機械警備業務委託にかかる所要経費の支出について（令和２年４月分）
2,710

福祉局 保険年金課 令和02年06月03日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 北区菅原町複合施設　機械警備業務委託にかかる所要経費の支出について（令和２年４月分）
903

福祉局 保険年金課 令和02年06月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 北区菅原町複合施設　機械警備業務委託にかかる所要経費の支出について（令和２年４月分）
903

福祉局 保険年金課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　重度障がい者医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）４／５
5,689,541

福祉局 保険年金課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　重度障がい者医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）１／５
2,088,518

福祉局 保険年金課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　重度障がい者医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）５／５
4,568,193

福祉局 保険年金課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　重度障がい者医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）３／５
4,377,207

福祉局 保険年金課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　重度障がい者医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）２／５
2,204,539

福祉局 保険年金課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　一部負担金助成費にかかる支出について（６月５日払い分）５／６
476,248

福祉局 保険年金課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　一部負担金助成費にかかる支出について（６月５日払い分）４／６
319,098

福祉局 保険年金課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　一部負担金助成費にかかる支出について（６月５日払い分）１／６
114,065

福祉局 保険年金課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　一部負担金助成費にかかる支出について（６月５日払い分）３／６
255,634

福祉局 保険年金課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　一部負担金助成費にかかる支出について（６月５日払い分）６／６
47,756

福祉局 保険年金課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　一部負担金助成費にかかる支出について（６月５日払い分）２／６
56,802

福祉局 保険年金課 令和02年06月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 資格事務用　令和2年度国民健康保険システムはがき加工処理業務にかかる所要経費の支出について（5月分）
233,557

福祉局 保険年金課 令和02年06月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 資格事務用　令和2年度国民健康保険システムはがき加工処理業務にかかる所要経費の支出について（5月分）
6,059

福祉局 保険年金課 令和02年06月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　印刷製本費 国民健康保険料催告書同封ビラ　印刷にかかる所要経費の支出について
145,530

福祉局 保険年金課 令和02年06月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 徴収事務用　令和2年度国民健康保険システムはがき加工処理業務の実施にかかる所要経費の支出について（5月分）
85,822

福祉局 保険年金課 令和02年06月08日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスの実施にかかる所要経費の支出について（４月分）
108,587

福祉局 保険年金課 令和02年06月08日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスの実施にかかる所要経費の支出について（４月分）
22,936

福祉局 保険年金課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　負担金 令和２年度　大阪府後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金（定率負担金）の支出について（６月納入分）
2,370,703,000

福祉局 保険年金課 令和02年06月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和２年度国民健康保険被保険者証等印字出力処理・封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（４月分）【１回目】
441,073
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福祉局 保険年金課 令和02年06月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料収納整理事務用還付加算金の支出について（４回目）
57,700

福祉局 保険年金課 令和02年06月10日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 令和２年度　後期高齢者医療保険料過誤納還付加算金の支出について（６月１０日支払分）【後期高齢者現年還付加算金】
1,800

福祉局 保険年金課 令和02年06月10日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（６月１０日支払分）【後期高齢者滞繰保険料・歳出還付金】
15,446,150

福祉局 保険年金課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 令和２年度　窓あき共通封筒ほか１３点の買入にかかる経費の支出について（国保資格事務用・国保賦課事務用・国保給付事務用・医療助成事業事務用）（５月１４日納品分）
178,596

福祉局 保険年金課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　建物修繕料 大阪市医療助成費等償還事務センターガラス修繕の実施及び経費の支出について
39,996

福祉局 保険年金課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　建物修繕料 大阪市医療助成費等償還事務センターガラス修繕の実施及び経費の支出について
132,044

福祉局 保険年金課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 令和２年度　窓あき共通封筒ほか１３点の買入にかかる経費の支出について（国保資格事務用・国保賦課事務用・国保給付事務用・医療助成事業事務用）（５月１４日納品分）
178,596

福祉局 保険年金課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　建物修繕料 大阪市医療助成費等償還事務センターガラス修繕の実施及び経費の支出について
132,000

福祉局 保険年金課 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　光熱水費 北区菅原町複合施設　電気料金の支出について（令和２年５月請求分）
132,581

福祉局 保険年金課 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 令和２年度　窓あき共通封筒ほか１３点の買入にかかる経費の支出について（国保資格事務用・国保賦課事務用・国保給付事務用・医療助成事業事務用）（５月１４日納品分）
186,489

福祉局 保険年金課 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　建物修繕料 大阪市医療助成費等償還事務センターガラス修繕の実施及び経費の支出について
127,820

福祉局 保険年金課 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 令和２年度　窓あき共通封筒ほか１３点の買入にかかる経費の支出について（国保資格事務用・国保賦課事務用・国保給付事務用・医療助成事業事務用）（５月１４日納品分）
18,265

福祉局 保険年金課 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　建物修繕料 大阪市医療助成費等償還事務センターガラス修繕の実施及び経費の支出について
8,140

福祉局 保険年金課 令和02年06月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 「令和２年度　大阪市の国民健康保険」の作成経費の支出について
1,746,888

福祉局 保険年金課 令和02年06月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 大阪市国民健康保険診療報酬明細書点検室における光熱水費の支出について（令和２年４月分）
11,358

福祉局 保険年金課 令和02年06月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場センタービル区分所有者会管理費及び修繕積立金の支出について(令和２年６月分)
267,904

福祉局 保険年金課 令和02年06月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 令和２年度　窓あき共通封筒ほか１３点の買入にかかる経費の支出について（国保資格事務用・国保賦課事務用・国保給付事務用・医療助成事業事務用）（５月１４日納品分）
18,085

福祉局 保険年金課 令和02年06月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　光熱水費 北区菅原町複合施設　電気料金の支出について（令和２年５月請求分）
80,961

福祉局 保険年金課 令和02年06月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 賦課事務用　令和2年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務委託（概算契約）経費の支出について（５月分）
155,661

福祉局 保険年金課 令和02年06月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 賦課事務用　令和2年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）経費の支出について（５月分）
30,936

福祉局 保険年金課 令和02年06月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 令和２年度　国民健康保険料決定通知書封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（５月分）
63,222

福祉局 保険年金課 令和02年06月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料収納整理事務用還付加算金の支出について（５回目）
32,800

福祉局 保険年金課 令和02年06月12日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 需用費　光熱水費 北区菅原町複合施設　電気料金の支出について（令和２年５月請求分）
26,987

福祉局 保険年金課 令和02年06月12日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年５月分　後期高齢者医療保険料年金保険者還付金（歳出・過年度）の支出について
1,281,405

福祉局 保険年金課 令和02年06月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 北区菅原町複合施設　電気料金の支出について（令和２年５月請求分）
26,987

福祉局 保険年金課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター電話利用料にかかる経費の支出について（５月請求分）
35,606

福祉局 保険年金課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター電話利用料にかかる経費の支出について（５月請求分）
10,785

福祉局 保険年金課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター電話利用料にかかる経費の支出について（５月請求分）
35,594

福祉局 保険年金課 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター電話利用料にかかる経費の支出について（５月請求分）
34,467

福祉局 保険年金課 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター電話利用料にかかる経費の支出について（５月請求分）
2,195

福祉局 保険年金課 令和02年06月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険保険者事務共同電算処理事業手数料の支出について（５月分）
15,505,317

福祉局 保険年金課 令和02年06月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険料督促状ほか3点　印刷にかかる所要経費の支出について
2,177,175

福祉局 保険年金課 令和02年06月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　令和2年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（5月分）
62,773

福祉局 保険年金課 令和02年06月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　令和2年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（5月分）
158,947

福祉局 保険年金課 令和02年06月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（５月分）
113,199,829

福祉局 保険年金課 令和02年06月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（５月分）
34,257

福祉局 保険年金課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険関係法規集　追録645号　ほか3件買入にかかる経費の支出について
201,550

福祉局 保険年金課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険関係法規集　追録645号　ほか3件買入にかかる経費の支出について
225,825

福祉局 保険年金課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 保健事業用　令和２年度国民健康保険医療費通知等封入封緘等業務委託経費の支出について（５月分）
2,420,430

福祉局 保険年金課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（連合会後期分：６月審査概算払分）
227,797,716

福祉局 保険年金課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（連合会国保分：６月審査概算払分）
215,602,245

福祉局 保険年金課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術料の支出について(後期分：６月決定分)
2,238,380

福祉局 保険年金課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術料の支出について(国保分：６月決定分)
6,221,157

福祉局 保険年金課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（後期分：５月審査概算払分）
32,369,890

福祉局 保険年金課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（国保分：５月審査概算払分）
24,712,745

福祉局 保険年金課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術療養費の支出について（後期分：６月決定分）
427,714

福祉局 保険年金課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術療養費の支出について（国保分：６月決定分）
381,119
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福祉局 保険年金課 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　光熱水費 北区菅原町複合施設　上下水道使用料の支出について（令和２年６月請求分）
5,927

福祉局 保険年金課 令和02年06月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　光熱水費 北区菅原町複合施設　上下水道使用料の支出について（令和２年６月請求分）
1,810

福祉局 保険年金課 令和02年06月18日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 需用費　光熱水費 北区菅原町複合施設　上下水道使用料の支出について（令和２年６月請求分）
603

福祉局 保険年金課 令和02年06月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 北区菅原町複合施設　上下水道使用料の支出について（令和２年６月請求分）
603

福祉局 保険年金課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 令和２年度　国民健康保険・国民年金システム　パンチデータ作成業務にかかる所要経費の支出について（年金５月分）
40,305

福祉局 保険年金課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 令和２年度　国民健康保険・国民年金システム　パンチデータ作成業務にかかる所要経費の支出について（年金４月分）
40,025

福祉局 保険年金課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（５月請求分）
3,080

福祉局 保険年金課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（５月請求分）
10,171

福祉局 保険年金課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（５月請求分）
10,168

福祉局 保険年金課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（５月請求分）
9,846

福祉局 保険年金課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（５月請求分）
627

福祉局 保険年金課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保診療報酬明細書点検にかかる委託料の支出について（５月点検分）
3,848,590

福祉局 保険年金課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険料特別徴収開始通知書ほか４点の作成にかかる所要経費の支出について【１回目】
48,376

福祉局 保険年金課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 令和２年度　国民健康保険料決定通知書（年次分）ほか７点の作成にかかる所要経費の支出について
5,364,590

福祉局 保険年金課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 令和２年度　国民健康保険・国民年金システム　パンチデータ作成業務にかかる所要経費の支出について（保険Ｇ５月分）
70,215

福祉局 保険年金課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 令和２年度　国民健康保険・国民年金システム　パンチデータ作成業務にかかる所要経費の支出について（保険Ｇ４月分）
682,596

福祉局 保険年金課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスの実施にかかる所要経費の支出について（５月分）
78,237

福祉局 保険年金課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　傷病手当金負担金 国保給付事業用傷病手当金負担金に係る支出（５月７日受付分）について
54,519

福祉局 保険年金課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　消耗品費 令和２年度特定健診結果通知用窓あき封筒の買入経費の支出について
387,750

福祉局 保険年金課 令和02年06月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスの実施にかかる所要経費の支出について（５月分）
22,960

福祉局 保険年金課 令和02年06月19日
後期高齢者医療事業会
計

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

負担金、補助及交付金　負担金 令和２年度　大阪府後期高齢者医療広域連合市町村負担金の支出について（令和２年５月普通徴収分保険料等収納額相当額）
57,117,868

福祉局 保険年金課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（後期分：５月審査分）
46,612

福祉局 保険年金課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（連合会国保分：５月審査分）
2,297,295

福祉局 保険年金課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（国保分：５月審査分）
58,657

福祉局 保険年金課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術料にかかる審査支払事務委託料の支出について（後期分：５月審査分）
218,348

福祉局 保険年金課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術料にかかる審査支払事務委託料の支出について（国保分：５月審査分）
128,609

福祉局 保険年金課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（連合会後期分：５月審査分）
3,599,887

福祉局 保険年金課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　業務統合端末等機器（国民健康保険等システム：医療助成費等償還事務）長期借入の支出について（５月分）
39,298

福祉局 保険年金課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用柔道整復師施術料の支出について(後期分：６月決定分)
103,985

福祉局 保険年金課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用柔道整復師施術料の支出について(国保分：６月決定分)
1,123,405

福祉局 保険年金課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（後期分：５月審査分）
1,037,025

福祉局 保険年金課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用柔整療養費審査支払事務委託料の支出について（国保分：５月審査分）
14,932

福祉局 保険年金課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（国保分：５月審査分）
593,010

福祉局 保険年金課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用柔整療養費審査支払事務委託料の支出について（後期分：５月審査分）
16,665

福祉局 保険年金課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術療養費審査支払事務委託料の支出について（国保分：５月審査分）
17,576

福祉局 保険年金課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術療養費審査支払事務委託料の支出について（後期分：５月審査分）
54,756

福祉局 保険年金課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　業務統合端末等機器（国民健康保険等システム：医療助成費等償還事務）長期借入の支出について（５月分）
39,297

福祉局 保険年金課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用柔道整復術療養費の支出について（後期分：６月決定分）
30,268

福祉局 保険年金課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用柔道整復術療養費の支出について（国保分：６月決定分）
206,493

福祉局 保険年金課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　業務統合端末等機器（国民健康保険等システム：医療助成費等償還事務）長期借入の支出について（５月分）
78,595

福祉局 保険年金課 令和02年06月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用療養費支給申請書内容点検業務に係る郵便後納料金の支出について（５月分）
3,861

福祉局 保険年金課 令和02年06月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険料口座振替依頼書(決定通知書封入用)（のりづけ返信封書形式）印刷にかかる所要経費の支出について
1,931,072

福祉局 保険年金課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センターの運営における防火管理者講習会への受講の実施及び経費の支出について
727

福祉局 保険年金課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センターの運営における防火管理者講習会への受講の実施及び経費の支出について
2,401

福祉局 保険年金課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する清掃業委託の支出について（5月分）
4,676

福祉局 保険年金課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する清掃業委託の支出について（4月分）
4,679

福祉局 保険年金課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する清掃業委託の支出について（4月分）
1,417
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福祉局 保険年金課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する清掃業委託の支出について（5月分）
1,416

福祉局 保険年金課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センターの運営における防火管理者講習会への受講の実施及び経費の支出について
2,400

福祉局 保険年金課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する清掃業委託の支出について（4月分）
4,679

福祉局 保険年金課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する清掃業委託の支出について（5月分）
4,676

福祉局 保険年金課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センターの運営における防火管理者講習会への受講の実施及び経費の支出について
2,324

福祉局 保険年金課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する清掃業委託の支出について（5月分）
4,527

福祉局 保険年金課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する清掃業委託の支出について（4月分）
4,529

福祉局 保険年金課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センターの運営における防火管理者講習会への受講の実施及び経費の支出について
148

福祉局 保険年金課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する清掃業委託の支出について（4月分）
288

福祉局 保険年金課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する清掃業委託の支出について（5月分）
288

福祉局 保険年金課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事務用　資格関係はがき等郵便料の支出について（令和２年５月分）
432,047

福祉局 保険年金課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 ゴム印（市債権回収対策室用）の購入について
15,226

福祉局 保険年金課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事務用　資格関係はがき等郵便料の支出について（令和２年５月分）
457,202

福祉局 保険年金課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　傷病手当金負担金 国保給付事業用傷病手当金負担金に係る支出（５月１４日受付分）について
95,000

福祉局 保険年金課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　傷病手当金負担金 国保給付事業用傷病手当金負担金に係る支出（６月８日受付分）について
43,380

福祉局 保険年金課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　傷病手当金負担金 国保給付事業用傷病手当金負担金に係る支出（６月８日受付分）について
152,010

福祉局 保険年金課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 特定健診用受診券及び結果通知表郵送料（５月分）の支出について
720,283

福祉局 保険年金課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 役務費　通信運搬費 糖尿病性腎症重症化予防事業用アンケート返信郵送料（５月分）の支出について
2,871

福祉局 保険年金課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険療養費支給申請書内容点検業務に係る委託料の支出について（令和２年５月分）
580,879

福祉局 保険年金課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　印刷製本費 令和2年度　国民健康保険料・後期高齢者医療保険料口座振替納付勧奨ポスターの印刷にかかる所要経費の支出について
33,550

福祉局 保険年金課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　傷病手当金負担金 国保給付事業用傷病手当金負担金に係る支出（６月５日受付分）について
170,656

福祉局 保険年金課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 令和２年度大阪市国保特定健診受診券等作成及び印字・事務処理業務委託（概算契約）に係る経費の支出について
145,361

福祉局 保険年金課 令和02年06月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 需用費　印刷製本費 令和2年度　国民健康保険料・後期高齢者医療保険料口座振替納付勧奨ポスターの印刷にかかる所要経費の支出について
33,550

福祉局 保険年金課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　重度障がい者医療助成費（自動償還）にかかる支出について（６月２５日払い分）
4,965,838

福祉局 保険年金課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 北区菅原町複合施設　機械警備業務委託にかかる所要経費の支出について（令和２年５月分）
35,437

福祉局 保険年金課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　一部負担金助成費（自動償還）にかかる支出について（６月２５日払い分）
947,167

福祉局 保険年金課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 北区菅原町複合施設　機械警備業務委託にかかる所要経費の支出について（令和２年５月分）
6,797

福祉局 保険年金課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器一式の長期借入の実施及び同所要経費の支出について（５月分）
15,015

福祉局 保険年金課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 北区菅原町複合施設　電話料金の支出について（令和２年６月請求分）
15,320

福祉局 保険年金課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用（収納グループ）料金後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
396,048

福祉局 保険年金課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 北区菅原町複合施設　機械警備業務委託にかかる所要経費の支出について（令和２年５月分）
2,710

福祉局 保険年金課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 令和２年５月審査分特定健康診査等委託料の支出について
96,780,749

福祉局 保険年金課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料
令和２年度大阪市国民健康保険特定健診等共同処理事業に係る特別処理業務（特定健診等データ管理システムの追加機器等に係る保守管理等）費用の支出について（５月
分） 201,608

福祉局 保険年金課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 令和２年５月審査分特定健康診査等費用手数料の支出について
2,452,843

福祉局 保険年金課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 令和２年度大阪市国民健康保険特定健康診査受診結果通知表等作成業務に係る手数料の支出について（単価契約）（５月分）
252,464

福祉局 保険年金課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 令和２年５月審査分特定健康診査等委託料（代行分）の支出について
167,761

福祉局 保険年金課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用医療費通知送付用郵便後納料金の支出について（令和２年５月発送分）
17,061,819

福祉局 保険年金課 令和02年06月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 北区菅原町複合施設　電話料金の支出について（令和２年６月請求分）
3,488

福祉局 保険年金課 令和02年06月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 北区菅原町複合施設　機械警備業務委託にかかる所要経費の支出について（令和２年５月分）
903

福祉局 保険年金課 令和02年06月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 令和２年度　後期高齢者医療保険料過誤納還付加算金の支出について（６月２５日支払分）【後期高齢者現年還付加算金】
1,600

福祉局 保険年金課 令和02年06月25日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（６月２５日支払分）【後期高齢者滞繰保険料・歳出還付金】
9,031,144

福祉局 保険年金課 令和02年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 北区菅原町複合施設　電話料金の支出について（令和２年６月請求分）
3,489

福祉局 保険年金課 令和02年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 北区菅原町複合施設　機械警備業務委託にかかる所要経費の支出について（令和２年５月分）
903

福祉局 保険年金課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター情報ネットワーク利用料にかかる経費の支出について（５月分）
1,568

福祉局 保険年金課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター情報ネットワーク利用料にかかる経費の支出について（５月分）
475

福祉局 保険年金課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センター光熱水費（５月分）にかかる経費の支出について
10,134

福祉局 保険年金課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センター光熱水費（５月分）にかかる経費の支出について
3,070
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福祉局 保険年金課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター情報ネットワーク利用料にかかる経費の支出について（５月分）
1,568

福祉局 保険年金課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センター光熱水費（５月分）にかかる経費の支出について
10,132

福祉局 保険年金課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター情報ネットワーク利用料にかかる経費の支出について（５月分）
1,518

福祉局 保険年金課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センター光熱水費（５月分）にかかる経費の支出について
9,811

福祉局 保険年金課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター情報ネットワーク利用料にかかる経費の支出について（５月分）
96

福祉局 保険年金課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センター光熱水費（５月分）にかかる経費の支出について
625

福祉局 保険年金課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 基準収入額適用申請書送付用封筒（オンライン）ほか２点の買入にかかる所要経費の支出について
171,864

福祉局 保険年金課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事務用　市内出張交通費（５月分）の支出について
2,370

福祉局 保険年金課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 基準収入額適用申請書送付用封筒（オンライン）ほか２点の買入にかかる所要経費の支出について
265,034

福祉局 保険年金課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料（レターパック）の支出について（令和２年５月分）
163,600

福祉局 保険年金課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料（受取人払）の支出について（令和２年５月分）
240,879

福祉局 保険年金課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料（差出人払）の支出について（令和２年５月分）
120,458

福祉局 保険年金課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 令和２年度国民健康保険事業用１日人間ドック委託料の支出について（５月分・第１回）
127,290

福祉局 保険年金課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 令和２年度　国民健康保険事業用「健康づくり支援事業」委託料の支出について　（５月分）
23,248

福祉局 保険年金課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料（差出人払）の支出について（令和２年５月分）
111,502

福祉局 保険年金課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料（受取人払）の支出について（令和２年５月分）
64,485

福祉局 保険年金課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　費用弁償 一般会計事務　保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（５月分）
2,160

福祉局 保険年金課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 一般会計事務　保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（５月分）
1,568

福祉局 保険年金課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民年金関係法令集　追録612－613号買入にかかる経費の支出について
257,725

福祉局 保険年金課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務提要　追録553-569号　買入にかかる経費の支出について
71,621

福祉局 保険年金課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険料決定通知書送付用封筒（オンライン）ほか１点（その２）の買入にかかる所要経費の支出について
3,274,854

福祉局 保険年金課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務の実施経費の支出について（４月分）
759,779

福祉局 保険年金課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務の実施経費の支出について（４月分）
4,594,975

福祉局 保険年金課 令和02年06月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務の実施経費の支出について（４月分）
1,157,158

福祉局 保険年金課 令和02年06月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務の実施経費の支出について（４月分）
1,049,253

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 令和２年度保険年金課共通帳票（国保Ａ４カット紙　ほか３点　印刷）の作成にかかる所要経費の支出について（５月納品分）
3,357

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター後納郵便料にかかる経費の支出について（医療助成・５月請求分）
182,710

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる同所要経費の支出について（償還事務センター支給決定通知書　令和２年４月分）
26,624

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 医療助成事業用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書データ作成業務委託経費の支出について(５月提供・６月請求分）
3,055

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する労働者派遣業務（概算契約）の支出について（5月分）
1,102,050

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する労働者派遣業務（概算契約）の支出について（5月分）
3,638,340

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（基金：５月審査分）
1,053,700

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業　重度障がい医療助成費（自動償還）にかかる支出について（4月24日、5月25日支払い分）（口座振替不能分）３／３
5,084

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（基金：５月診療６月審査概算払分）
132,934,584

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業　重度障がい医療助成費にかかる支出について（4月2日、5月7日払い分）（口座振替不能分）２／２
141,254

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業　重度障がい医療助成費（自動償還）にかかる支出について（4月24日、5月25日支払い分）（口座振替不能分）２／３
23,726

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業　重度障がい医療助成費（自動償還）にかかる支出について（3月25日、4月24日支払い分）（口座振替不能分）１／３
24,368

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業　重度障がい医療助成費にかかる支出について（4月2日、5月7日払い分）（口座振替不能分）１／２
109,877

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター後納郵便料にかかる経費の支出について（医療助成・５月請求分）
182,710

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する労働者派遣業務（概算契約）の支出について（5月分）
3,637,127

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（基金：５月審査６月支払分：基金）
90,108

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 令和２年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる同所要経費の支出について（償還事務センター支給決定通知書　令和２年４月分）
9,486

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 北区菅原町複合施設　修繕積立金の支出について（令和２年６月分）
886,132

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 北区菅原町複合施設　管理費等の支出について（令和２年６月分）
593,211

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業　一部負担金助成費にかかる支出について（5月29日払い分）（口座振替不能分）
1,988

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業　一部負担金助成費（自動償還）にかかる支出について（4月24日払い分）（口座振替不能分）
1,884

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（５月審査６月概算払分：基金）
5,218,498
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福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 負担金、補助及交付金　分担金 北区菅原町複合施設　修繕積立金の支出について（令和２年６月分）
169,978

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 負担金、補助及交付金　分担金 北区菅原町複合施設　管理費等の支出について（令和２年６月分）
113,790

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター後納郵便料にかかる経費の支出について（医療助成・５月請求分）
176,952

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する労働者派遣業務（概算契約）の支出について（5月分）
3,521,952

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる同所要経費の支出について（償還事務センター支給決定通知書　令和２年４月分）
15,553

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター後納郵便料にかかる経費の支出について（医療助成・５月請求分）
11,295

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 令和２年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる同所要経費の支出について（償還事務センター支給決定通知書　令和２年４月分）
1,958

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する労働者派遣業務（概算契約）の支出について（5月分）
224,289

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 令和２年度保険年金課共通帳票（国保Ａ４カット紙　ほか３点　印刷）の作成にかかる所要経費の支出について（５月納品分）
13,848

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 令和２年度保険年金課共通帳票（国保Ａ４カット紙　ほか３点　印刷）の作成にかかる所要経費の支出について（５月納品分）
3,277

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和２年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる同所要経費の支出について（給付業務／４月分）
171,748

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和２年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる同所要経費の支出について（４月分）
129,503

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機長期借入にかかるコピー代金の支出について（令和２年５月分）
11,258

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 令和２年度保険年金課共通帳票（国保Ａ４カット紙　ほか３点　印刷）の作成にかかる所要経費の支出について（５月納品分）
144,655

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　印刷製本費 国民健康保険料決定通知書同封用ビラ印刷（その２）の実施にかかる所要経費の支出について
957,771

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 徴収事務用　令和２年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（４月分）
214,069

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 北区菅原町複合施設　管理費等の支出について（令和２年６月分）
45,360

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 北区菅原町複合施設　修繕積立金の支出について（令和２年６月分）
67,758

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 令和２年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる同所要経費の支出について（給付業務／４月分）
75,295

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 令和２年度保険年金課共通帳票（国保Ａ４カット紙　ほか３点　印刷）の作成にかかる所要経費の支出について（５月納品分）
8,663

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機長期借入にかかるコピー代金の支出について（令和２年５月分）
3,752

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 北区菅原町複合施設　修繕積立金の支出について（令和２年６月分）
22,586

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 北区菅原町複合施設　管理費等の支出について（令和２年６月分）
15,119

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機長期借入にかかるコピー代金の支出について（令和２年５月分）
3,752

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 北区菅原町複合施設　管理費等の支出について（令和２年６月分）
15,120

福祉局 保険年金課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 北区菅原町複合施設　修繕積立金の支出について（令和２年６月分）
22,586

福祉局 自立支援課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（４月分）の支出について
39,135

福祉局 自立支援課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 生活困窮者自立相談支援事業相談窓口設置用アクリル板の購入について
1,111,000

福祉局 自立支援課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（４月分）の支出について
51,025

福祉局 自立支援課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 令和２年度 生活困窮者自立支援事業（就労チャレンジ事業）にかかる業務委託契約経費の支出について（第１四半期分）
6,583,500

福祉局 自立支援課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払５月分）の支出について
182,466

福祉局 自立支援課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払５月分）の支出について
282,177

福祉局 自立支援課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払５月分）の支出について
1,477,190

福祉局 自立支援課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 ホームレス自立支援グループ及び生活困窮者自立支援グループ事業用市内出張交通費（４月分）の支出について
16,258

福祉局 自立支援課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪婦人ホーム生活ケアセンター事業の実施経費の支出について（第１四半期分）
6,782,612

福祉局 自立支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 令和２年度大阪婦人ホーム生活ケアセンター事業の実施経費の支出について（第１四半期分）
6,782,612

福祉局 自立支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 緊急入院保護業務センター事務用庁内情報ネットワーク回線等利用料について（４月分）
5,225

福祉局 自立支援課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 使用料及賃借料　使用料 自立支援事業用　自立支援センター舞洲（福祉局）施設物品一式借入（再リース）の支出について（令和２年４月分）
957,000

福祉局 自立支援課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 扶助費　措置扶助金 令和２年度生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金）にかかる扶助費の支出について（令和２年６月、民間住宅臨時払い分）
41,371,900

福祉局 自立支援課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度社会福祉法人大阪社会医療センター無料低額診療等事業にかかる補助金の支出について（第２四半期分）
42,000,000

福祉局 自立支援課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 令和２年度三徳生活ケアセンター事業の実施経費の支出について（第１四半期分）
35,306,707

福祉局 自立支援課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 令和２年度あいりん日雇労働者等自立支援事業の実施及び同所要経費の支出について（第２四半期分）
111,061,997

福祉局 自立支援課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 使用料及賃借料　使用料 新あいりんシェルター一式借入契約の締結にかかる使用料の支出について（令和２年度４月分）
2,596,320

福祉局 自立支援課 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 令和２年度あいりん日雇労働者等自立支援事業の実施及び同所要経費の支出について（第２四半期分）
5,000,000

福祉局 自立支援課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 令和２年度あいりん日雇労働者等自立支援事業の実施及び同所要経費の支出について（第２四半期分）
5,000,000

福祉局 自立支援課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
206,744

福祉局 自立支援課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
25,204
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福祉局 自立支援課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
34,481

福祉局 自立支援課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
54,942

福祉局 自立支援課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
242,093

福祉局 自立支援課 令和02年06月22日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
23,936

福祉局 自立支援課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 使用料及賃借料　使用料 新あいりんシェルター一式借入契約の締結にかかる使用料の支出について（令和２年度５月分）
2,596,320

福祉局 自立支援課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪婦人ホーム生活ケアセンター実施経費の支出について（第２四半期分）
6,782,612

福祉局 自立支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 令和２年度三徳生活ケアセンター事業の実施経費の支出について（第２四半期分）
35,306,707

福祉局 自立支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 令和２年度大阪婦人ホーム生活ケアセンター実施経費の支出について（第２四半期分）
6,782,612

福祉局 自立支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 令和２年度　自立支援センター舞洲管理運営等業務委託にかかる委託料の支出について（第２四半期分）
36,134,893

福祉局 自立支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 令和２年度ホームレス巡回相談事業委託契約にかかる委託料の支出について（第２四半期分）
24,145,018

福祉局 自立支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 使用料及賃借料　使用料 自立支援事業用　自立支援センター舞洲（福祉局）施設物品一式借入（再リース）の支出について（令和２年５月分）
957,000

福祉局 自立支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 生活保護業務用市内出張交通費の支出について（５月分）
2,694

福祉局 自立支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（緊急入院保護グループ）５月分の支出について
10,835

福祉局 自立支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（緊急入院保護グループ）５月分の支出について
1,320

福祉局 自立支援課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 扶助費　措置扶助金 令和２年度生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金）にかかる扶助費の支出について（令和２年６月、府営住宅分）
25,200

福祉局 自立支援課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 扶助費　措置扶助金 令和２年度生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金）にかかる扶助費の支出について（令和２年６月、府公社分）
56,000

福祉局 自立支援課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 扶助費　措置扶助金 令和２年度生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金）にかかる扶助費の支出について（令和２年６月、市営住宅分）
3,906,100

福祉局 自立支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 令和２年度子ども自立アシスト事業（西エリア）にかかる業務委託契約経費の支出について（第２四半期分）
494,381

福祉局 自立支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 令和２年度子ども自立アシスト事業（東エリア）にかかる業務委託契約経費の支出について（第２四半期分）
494,190

福祉局 自立支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 令和２年度子ども自立アシスト事業（北エリア）にかかる業務委託契約経費の支出について（第２四半期分）
494,039

福祉局 自立支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 令和２年度子ども自立アシスト事業（南エリア）にかかる業務委託契約経費の支出について（第２四半期分）
494,190

福祉局 自立支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 扶助費　措置扶助金 令和２年度生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金）にかかる扶助費の支出について（令和２年６月、民間住宅通常払い分）
144,356,348

福祉局 自立支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護業務用市内出張交通費の支出について（５月分）
11,082

福祉局 自立支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代の支出について（業務センター調査室５月分）
8,015

福祉局 自立支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代の支出について（業務センター５月分）
16,819

福祉局 自立支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（５月分）の支出について（受取人払分）
22,297

福祉局 自立支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（５月分）の支出について（差出分）
99,354

福祉局 自立支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度子ども自立アシスト事業（西エリア）にかかる業務委託契約経費の支出について（第２四半期分）
2,801,494

福祉局 自立支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度子ども自立アシスト事業（東エリア）にかかる業務委託契約経費の支出について（第２四半期分）
2,800,412

福祉局 自立支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度子ども自立アシスト事業（南エリア）にかかる業務委託契約経費の支出について（第２四半期分）
2,800,412

福祉局 自立支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度子ども自立アシスト事業（北エリア）にかかる業務委託契約経費の支出について（第２四半期分）
2,799,554

福祉局 自立支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 使用料及賃借料　使用料 緊急入院保護業務センター用複写電送装置（ファクシミリ）　長期借入にかかる支出について（令和２年５月分）
4,345

福祉局 自立支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（扶助費）令和２年７月分の支出について
4,506,450

福祉局 自立支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費（扶助費）令和２年７月分の支出について
1,600,000

福祉局 自立支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（扶助費）令和２年７月分の支出について
30,000

福祉局 福祉システム課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉システム課事務用市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
770

福祉局 福祉システム課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 「平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（福祉局）一式（２）長期借入」契約に係る支出について（令和２年５月分）
341,060

福祉局 福祉システム課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 「平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（福祉局）一式長期借入」契約に係る支出について（令和２年５月分）
187,667

福祉局 福祉システム課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 「平成29年庁内情報利用パソコン等機器（福祉局）一式長期借入」契約に係る支出について（令和２年５月分）
641,358

福祉局 福祉システム課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 「庁内情報利用プリンタ等機器　長期借入」契約に係る支出について（令和２年５月分）
12,595

福祉局 福祉システム課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 「平成30年庁内情報利用パソコン等機器（福祉局）一式長期借入」契約に係る支出について（令和２年５月分）
1,137,365

福祉局 福祉システム課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分）
322,749

福祉局 福祉システム課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度　総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務（マイナンバー令和2年6月改版に係る対応ほか12件）に係る経費の支出について（第１回中間払い）
4,276,742

福祉局 福祉システム課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分）
161,374

福祉局 福祉システム課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分）
170,530

福祉局 福祉システム課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分）
161,374

福祉局 福祉システム課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 令和２年度　総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務（マイナンバー令和2年6月改版に係る対応ほか12件）に係る経費の支出について（第１回中間払い）
3,062,656
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福祉局 福祉システム課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分）
322,749

福祉局 福祉システム課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度　総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務（マイナンバー令和2年6月改版に係る対応ほか12件）に係る経費の支出について（第１回中間払い）
2,033,504

福祉局 福祉システム課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 令和２年度　総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務（マイナンバー令和2年6月改版に係る対応ほか12件）に係る経費の支出について（第１回中間払い）
2,133,021

福祉局 福祉システム課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 令和２年度　総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務（マイナンバー令和2年6月改版に係る対応ほか12件）に係る経費の支出について（第１回中間払い）
775,467

福祉局 福祉システム課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市国民健康保険等システム改修業務（被保険者証番号の個人単位化対応(2020年度対応分)ほか10件）の経費の支出について（第１回中間払い）
11,468,105

福祉局 福祉システム課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市国民健康保険等システム及び介護保険システム改修業務（番号制度における2020年６月改版対応）の実施にかかる所要経費の支出ついて
5,140,443

福祉局 福祉システム課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分）
1,613,752

福祉局 福祉システム課 令和02年06月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分）
322,749

福祉局 福祉システム課 令和02年06月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市国民健康保険等システム及び介護保険システム改修業務（番号制度における2020年６月改版対応）の実施にかかる所要経費の支出ついて
4,262,951

福祉局 福祉システム課 令和02年06月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分）
1,664,367

福祉局 福祉システム課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 「庁内情報利用パソコン機器（平成31年３月導入）長期借入」契約に係る支出について（令和２年５月分）
75,570

福祉局 福祉システム課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 「視覚障がい者用パソコン等機器　長期借入」契約に係る支出について（令和２年５月分）
65,780

福祉局 福祉システム課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 「平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（福祉局）一式　長期借入（再リース）」契約に係る支出について（令和２年５月分）
71,390

福祉局 福祉システム課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 「令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局）一式　長期借入」契約に係る支出について（令和２年５月分）
363,210

福祉局 福祉システム課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 「ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（福祉局）一式　長期借入」契約に係る支出について（令和２年５月分）
35,530

福祉局 福祉システム課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　総合福祉システム端末等機器の借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
1,481,665

福祉局 福祉システム課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　総合福祉システム端末等機器の借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
192,919

福祉局 福祉システム課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　総合福祉システム端末等機器の借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
9,905,699

福祉局 福祉システム課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　総合福祉システム端末等機器の借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
1,169,212

福祉局 福祉システム課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　総合福祉システム端末等機器の借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
3,273,699

福祉局 福祉システム課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 「業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（福祉局）一式　長期借入」契約に係る所要経費の支出について（令和２年５月分）
9,944

福祉局 福祉システム課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末等機器（国民健康保険等システム：医療助成費等償還事務）長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分：第２５回中間払い）
47,307

福祉局 福祉システム課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末等機器（国民健康保険等システム：医療助成費等償還事務）長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分：第２５回中間払い）
7,123

福祉局 福祉システム課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末等機器（国民健康保険等システム：医療助成費等償還事務）長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分：第２５回中間払い）
47,307

福祉局 福祉システム課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 「業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（福祉局）一式　長期借入」契約に係る所要経費の支出について（令和２年５月分）
6,960

福祉局 福祉システム課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 使用料及賃借料　使用料 「業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（福祉局）一式　長期借入」契約に係る所要経費の支出について（令和２年５月分）
3,479

福祉局 福祉システム課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 「業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（福祉局）一式　長期借入」契約に係る所要経費の支出について（令和２年５月分）
871

福祉局 福祉システム課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末等機器（国民健康保険等システム：医療助成費等償還事務）長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分：第２５回中間払い）
94,613

福祉局 福祉システム課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 「業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（福祉局）一式　長期借入」契約に係る所要経費の支出について（令和２年５月分）
1,740

福祉局 福祉システム課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 「業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（福祉局）一式　長期借入」契約に係る所要経費の支出について（令和２年５月分）
4,537

福祉局 福祉システム課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 「業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（福祉局）一式　長期借入」契約に係る所要経費の支出について（令和２年５月分）
4,537

福祉局 福祉システム課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉システム課事務用市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
944

福祉局 福祉システム課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託にかかる経費の支出について（Ｒ２.５月分）
440

福祉局 福祉システム課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託にかかる経費の支出について（Ｒ２.５月分）
440

福祉局 福祉システム課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託にかかる経費の支出について（Ｒ２.５月分）
2,640

福祉局 福祉システム課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託にかかる経費の支出について（Ｒ２.５月分）
880

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（中央センター）業務委託にかかる所要経費の支出について（第１四半期分）
8,000,000

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度障がい者能力開発訓練施設運営補助金の交付による支出について（第１四半期分）
14,600,000

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 「障がい者スポーツ」を応援するデザインの先行商標の調査及び助言等（その２）にかかる報償金の支出について
27,500

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度重度障がい者入浴サービス事業委託料の支出について（令和２年４月分）
18,283,200

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（十三市民病院４月分）
2,390

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（総合医療センター４月分）
62,280

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度 大阪市要約筆記者養成及び要約筆記者派遣事業に係る所要経費の支出について（第５回目）
1,230,907

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 令和２年度地域移行支援利用交通費給付事業にかかる交通費の支給について（サラダクラブ・令和２年４月分）
800

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 福祉目的住宅事務用　「令和２年度市営福祉目的住宅入居者募集申込みのしおり　ほか１点　印刷」中止にかかる所要経費の支出について
89,980

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　印刷製本費 福祉目的住宅事務用　「令和２年度市営福祉目的住宅入居者募集申込みのしおり　ほか１点　印刷」中止にかかる所要経費の支出について
584,100

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度身体障がい者自動車改造費補助金の支出について（第2号）
100,000
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福祉局 障がい福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度特別障がい者手当等給付費の支出について（令和２年５月決議分）
3,298,600

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度特別障がい者手当等給付費の支出について（未支払等令和２年５月決議分）
493,690

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度 大阪市手話奉仕員養成等事業に係る所要経費の支出について（第５回分）
3,165,912

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度 大阪市更生訓練活動事業及び大阪市在宅中途失明者訪問指導事業に係る所要経費の支出について（第９回分）
5,625,966

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度 大阪市点訳奉仕員養成事業に係る所要経費の支出について（第５回分）
68,240

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度 大阪市聴覚言語障がい者コミュニケーション支援事業に係る所要経費の支出について（第９回分）
15,056,886

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月15日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 給付費 負担金、補助及交付金　負担金 令和２年度心身障がい者扶養共済事業給付金（年金）の支出について（令和２年６月分）
24,460,000

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者福祉事業用　市内出張等交通費の支出について（４月分）
11,376

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 令和2年度第1回障がい者差別解消の推進に係る事例検討会議（令和2年5月27日開催）に係る報償費の支出について
51,360

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市住宅入居等支援事業にかかる委託料の支出について（生野区・５月分）
50,926

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（総合医療センター５月分）
42,900

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度 大阪市障がい者社会参加促進事業に係る所要経費の支出について（第５回分）
4,326,667

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度外国人心身障がい者給付金の支出について（第１四半期分）
3,740,000

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度外国人心身障がい者給付金の支出について（第１四半期未支払分）
80,000

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市重度障がい者等タクシー給付券実績確認等業務委託にかかる同所要経費の支出について（令和２年５月分）
451,000

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 令和２年度地域移行支援利用交通費給付事業にかかる交通費の支給について（せせらぎ・令和２年５月分）
4,920

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年度　大阪市聴覚言語障がい者コミュニケーション支援事業　タブレット端末レンタル経費の支出について（５月分）
4,070

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市住宅入居等支援事業にかかる委託料の支出について（旭区・４月分・２件）
101,852

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度重度障がい者入浴サービス事業委託料の支出について（令和２年５月分）
18,307,350

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 令和２年度特別児童扶養手当の障がい認定にかかる嘱託医報酬の支出について（令和２年４月～令和２年５月会議開催分）
170,640

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 令和２年度特別障がい者手当等の障がい認定にかかる嘱託医報酬の支出について（４～５月開催分）
132,000

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度身体障がい者自動車改造費補助金の支出について（第1号）
100,000

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる扶助費（令和２年５月分実績）の支出について
44,508,960

福祉局 障がい福祉課 令和02年06月30日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 納付費 役務費　共済保険料 令和２年度心身障がい者扶養共済事業納付金の支出について（令和２年６月分）
3,733,700

福祉局 障がい支援課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（５月請求分その２）
392,304

福祉局 障がい支援課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（４月請求分その１の③）
4,400

福祉局 障がい支援課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（４月請求分その１の④）
4,400

福祉局 障がい支援課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（令和２年３月提供分・大阪ＹＭＣＡサポートキッズ）
13,502

福祉局 障がい支援課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（５月請求分その３）
368,368

福祉局 障がい支援課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 令和2年度療養介護医療費（食事療養費）の支出について（令和2年4月提供5月請求分）
26,520

福祉局 障がい支援課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（R2.3月サービス提供分）
592,198

福祉局 障がい支援課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度年度障がい児施設給付費（医療費点数外）の支出について（その２）
26,520

福祉局 障がい支援課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（R2.3～4月サービス提供分）
717,712

福祉局 障がい支援課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度　重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業費の支出について（１２）４月分
15,000

福祉局 障がい支援課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度移動支援サービス費の支出について（４月サービス・５月請求分）
24,440

福祉局 障がい支援課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度大阪市日中一時支援事業にかかる支出について（令和２年５月請求分）
1,301,860

福祉局 障がい支援課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（５月請求分その４）
325,600

福祉局 障がい支援課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（５月請求分その５）
399,212

福祉局 障がい支援課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度年度障がい児施設給付費（医療費点数外）の支出について（その１）
23,760

福祉局 障がい支援課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 障がい支援区分認定及び特別児童扶養手当認定に係る改ざん防止用紙の所要経費の支出について
31,460

福祉局 障がい支援課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 障がい支援区分認定及び特別児童扶養手当認定に係る改ざん防止用紙の所要経費の支出について
26,620

福祉局 障がい支援課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定に係る医師意見書作成料の支出について（４月請求分その８）口座不能分
5,500

福祉局 障がい支援課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい福祉サービス費の支出について（４月サービス・５月請求分）
441,976

福祉局 障がい支援課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（R2.4月サービス提供分）
365,677

福祉局 障がい支援課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（R2.4月サービス提供分）
584,797

福祉局 障がい支援課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（令和２年３～４月提供分・トミオカ体操スクール）
60,992

福祉局 障がい支援課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和元年度　障がい児給付費の支出について（４月提供５月審査分）
1,225,340,599
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福祉局 障がい支援課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（R2.3月サービス提供分）
296,142

福祉局 障がい支援課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（R2.4月サービス提供分）
70,582

福祉局 障がい支援課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　障がい福祉サービス費の支出について（４月提供５月審査分）
6,004,071,356

福祉局 障がい支援課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度　障がい福祉事業用移動支援費の支出について（４月提供５月審査分）
151,698,720

福祉局 障がい支援課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（R2.4月サービス提供分）
250,088

福祉局 障がい支援課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい福祉サービス費の支出について（４月サービス・５月請求分）その３
17,500

福祉局 障がい支援課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい福祉サービス費の支出について（４月サービス・５月請求分）その２
10,000

福祉局 障がい支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査にかかる支出について（令和２年４月分その２）【大阪市外分】
145,446

福祉局 障がい支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について（６月支給分）
268,610

福祉局 障がい支援課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい児給付費等支払手数料の支出について（５月受付分）
2,251,019

福祉局 障がい支援課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい福祉サービス費等支払手数料の支出について（５月受付分）
6,943,685

福祉局 障がい支援課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会移動支援費等支払手数料の支出について（５月受付分）
645,483

福祉局 障がい支援課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度「障がい福祉サービス費支払実績等管理ツール」の借入経費の支出について（５月分）
247,500

福祉局 障がい支援課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高齢障がい者の介護保険サービス利用者負担軽減（新高額障がい福祉サービス費）の支出について（６月１５日払い分）
1,563,984

福祉局 障がい支援課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい福祉サービス費の支出について（４月サービス・５月請求分）その６
20,000

福祉局 障がい支援課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい福祉サービス費の支出について（４月サービス・５月請求分）その４
10,000

福祉局 障がい支援課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（まなび・令和２年４月提供分）
127,004

福祉局 障がい支援課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい福祉サービス費の支出について（４月サービス・５月請求分）その５
10,000

福祉局 障がい支援課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度　大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第２００１号、第２００５号、第２００６号）
285,660

福祉局 障がい支援課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（５月請求分その６）
364,936

福祉局 障がい支援課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市緊急通報システム事業用委託料の支出について（令和2年４月分）
87,978

福祉局 障がい支援課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保４月診療・５月審査分）
233,170

福祉局 障がい支援課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保４月診療・５月審査分）
754,841,785

福祉局 障がい支援課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（５月請求分その７）
368,236

福祉局 障がい支援課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（R2.4月サービス提供分）
135,807

福祉局 障がい支援課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（さくらいろ北加賀屋・令和２年４月提供分）
812,671

福祉局 障がい支援課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度　重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業費の支出についてR2（２）４月分
15,000

福祉局 障がい支援課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保４月診療分）
20,501,660

福祉局 障がい支援課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保後期高齢４月診療分）
6,198,984

福祉局 障がい支援課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 令和2年度療養介護医療費（後期高齢）4月診療5月審査分の支出について
1,184,230

福祉局 障がい支援課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 令和2年度療養介護医療費（国保）4月診療5月審査分の支出について
19,014,798

福祉局 障がい支援課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児施設医療費（国保７９医療費）の支払いについて（４月診療５月審査分）
1,024,979

福祉局 障がい支援課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児施設医療費（国保５３）の支払について（４月診療５月審査分）
1,794,821

福祉局 障がい支援課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（東淀川区第16号、住吉区第14号、住吉区第15号、住吉区第１６号）
23,700

福祉局 障がい支援課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度　大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第２００２号、第２００９号）
134,730

福祉局 障がい支援課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度大阪市重症心身障がい者通所施設通所交通費（4月分）支払について
5,150

福祉局 障がい支援課 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児施設医療費（国保５３）の支払について（４月診療５月審査分）
530,913

福祉局 障がい支援課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度レセプトの画像データ提供業務委託料（更生医療）５月提供分（３月診療４月審査）の支出について
18,881

福祉局 障がい支援課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度障がい児施設医療費（社保７９）の支払いについて（４月診療５月審査分）
5,159

福祉局 障がい支援課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度療養介護医療費（社保）５月審査支払手数料の支出について
830

福祉局 障がい支援課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（社保・電子証明書発行料）
4,000

福祉局 障がい支援課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査にかかる支出について（令和２年５月分その１）【大阪市外分】
96,964

福祉局 障がい支援課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 令和2年度療養介護医療費（社保）4月診療分（5月審査分）の支出について
2,818,172

福祉局 障がい支援課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児施設医療費（社保７９）の支払いについて（４月診療５月審査分）
11,228,966

福祉局 障がい支援課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度障がい児施設医療費（国保７９審査委託料）の支払いについて（４月診療５月審査分）
1,504

福祉局 障がい支援課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度療養介護医療費（国保・審手）５月審査分の支出について
12,267

福祉局 障がい支援課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度障がい児施設医療費（国保５３審査委託料）の支払について（４月診療５月審査分）
4,512
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福祉局 障がい支援課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（介護訪問看護５月審査分）
95

福祉局 障がい支援課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保後期高齢４月診療５月審査分）
84,506

福祉局 障がい支援課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度療養介護医療費（後期高齢・審手）５月審査分の支出について
1,269

福祉局 障がい支援課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保４月診療分５月審査分）
83,942

福祉局 障がい支援課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（介護訪問看護５月審査分）
2,684

福祉局 障がい支援課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度障がい児施設医療費（国保５３審査委託料）の支払について（４月診療５月審査分）
15,134

福祉局 障がい支援課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター後納郵便料にかかる経費の支出について（高額障がい・５月請求分）
28,906

福祉局 障がい支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その２）
267,608

福祉局 障がい支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度大阪市重症心身障がい者通所施設通所用バス運行費補助金の支出について（第一四半期分）
3,149,438

福祉局 障がい支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 障がい福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にかかる手指消毒用エタノールの配付にかかる所要経費の支出について
812,136

福祉局 障がい支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その１）
239,585

福祉局 障がい支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査手話通訳派遣事業にかかる支出について（令和２年５月分）
4,620

福祉局 障がい支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費の支出について（６月２５日払い分）
883,448

福祉局 障がい支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について（６月支給分②）
492,521

福祉局 障がい支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 「障がい支援区分認定調査業務委託（概算契約）長期継続」にかかる所要経費の支出について（令和２年４月分）
7,076,345

福祉局 障がい支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度障がい児施設（措置費）の支出について（敷津浦学園５月実施分）
8,645,729

福祉局 障がい支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい福祉サービス費の支出について（５月サービス・６月請求分）
17,500

福祉局 障がい支援課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児施設（措置費）の支出について（５月実施分）
67,529,197

福祉局 障がい支援課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（たんぽぽ園・令和２年４～５月提供分）
204,820

福祉局 障がい支援課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（令和２年５月提供分・トミオカ体操スクール）
25,251

福祉局 障がい支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 障がい支援区分認定審査会に係る報酬並びに費用弁償の支出について（令和２年５月分）
2,675,000

福祉局 障がい支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 障がい支援区分認定審査会に係る報酬並びに費用弁償の支出について（令和２年５月分）
82,030

福祉局 障がい支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい支援区分認定調査事業及び審査会事業に係る郵便料の支出について（令和２年５月分　料金後納分）
306,918

福祉局 障がい支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい支援区分認定調査事業及び審査会事業に係る郵便料の支出について（令和２年５月分　料金受取人払分）
48,648

福祉局 障がい支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写磁気媒体の作成業務委託（更生医療）の支出について
3,055

福祉局 障がい支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（さくらいろ北加賀屋・令和２年５月提供分）
720,049

福祉局 運営指導課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　料金後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
40,532

福祉局 運営指導課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　タブレット端末を活用した指導監査におけるリモートアクセスサービス経費の支出について（令和２年５月分）
869

福祉局 運営指導課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　タブレット端末を活用した指導監査における所要経費の支出について（令和２年５月分通信費用）
4,072

福祉局 運営指導課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい福祉サービス事業者等指定・指導業務用　市内・近接地出張交通費の支出について（５月分）
3,920

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる電話設置費用等（４月工事分）の支出について
27,060

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度老人保護措置費の支出について（佐用町立養護老人ホーム　佐用朝霧園　４月分精算・５月分概算）
217,333

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度老人保護措置費の支出について（養護老人ホーム・西宮市立寿園　４月分精算）
397,754

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和2年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（平成31年度契約6法人）（第１四半期分）
6,797,286

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和２年度大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（４月分３回目）
8,113,378

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和2年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（平野区）（第１四半期分）
3,740,375

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 緊急通報システム事業（家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業【緊急時駆けつけ対応業務】）業務委託の支出について（令和２年度４月分）
4,180

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 緊急通報システム事業（家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業【緊急時駆けつけ対応業務】）業務委託の支出について（令和２年度４月分）
413,820

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和２年度大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（４月分４回目）
6,232,099

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 家族介護慰労金支給事業用慰労金の支出について（１回目）
100,000

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 家族介護慰労金支給事業用慰労金の支出について（２回目）
100,000

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　印刷製本費 介護用品支給事業用給付券用紙（偽造防止用紙）の作成経費の支出について
43,824

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 緊急通報システム事業委託料（令和２年４月稼働分）の支出について
5,195,333

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 緊急通報システム事業委託料（令和２年４月稼働分）の支出について
2,808,300

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和２年度大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（４月分５回目）
4,296,996

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 在日外国人高齢者給付金支給事業用未支給金の支出について（５月分・１回目）
20,000

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 いきいき百歳体操用おもりカバーの買入及び同所要経費の支出について（その１）５月分
165,000
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福祉局 高齢福祉課 令和02年06月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 介護予防ポイント事業管理業務委託料の支出について（第１四半期分）
5,747,619

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 介護用品支給事業用介護用品支給決定通知書等送付用窓付き封筒の作成経費の支出について
47,520

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 いきいき百歳体操用おもりカバー買入経費の支出について（その４）５月分
104,280

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 いきいき百歳体操用おもりカバーの買入及び同所要経費の支出について（その２）５月分
247,500

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 いきいき百歳体操用おもりカバーの買入及び同所要経費の支出について（その３）５月分
120,000

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和２年度大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（４月分６回目）
494,164

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度大阪市軽費老人ホームサービス提供費補助金の支出について（第１四半期分・【社会福祉法人福祥福祉会（ケアハウス豊泉家）】
5,524,800

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 緊急通報システム事業（家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業【緊急時駆けつけ対応業務】）業務委託の支出について（令和２年度５月分）
4,180

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 日常生活用具給付事業用電磁調理器の概算買入にかかる経費の支出について（５月分）
145,299

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　印刷製本費 介護予防普及啓発事業に係る事業周知ビラの所要経費の支出について
110,110

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 緊急通報システム事業（家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業【緊急時駆けつけ対応業務】）業務委託の支出について（令和２年度５月分）
413,820

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和２年度特養入所待機者管理システム運用保守業務に係る委託経費の支出について（令和2年5月分）
97,344

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 認知症高齢者見守りネットワーク事業メール等配信システムサービス提供業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（令和２年５月分）
121,000

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市認知症疾患医療センター（連携型）運営業務（長期継続）実施にかかる所要経費の支出について（第1四半期分）
1,420,858

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課自動消火器設置業務委託費の支出について（令和２年５月分）
46,761

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市高齢者住宅改修費給付事業業務委託経費の支出について（５月分）
293,333

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 負担金、補助及交付金　交付金 介護予防ポイント事業における介護支援活動等及び生活支援活動交付金の支出について（５月分）
330,000

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援サー
ビス事業費

委託料　委託料 第1号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント費）にかかる委託料及び負担金の支出について（令和2年5月審査分）
79,556,212

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援サー
ビス事業費

負担金、補助及交付金　負担金 第1号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント費）にかかる委託料及び負担金の支出について（令和2年5月審査分）
421,269

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市認知症疾患医療センター（連携型）運営業務（長期継続）実施にかかる所要経費の支出について（第1四半期分）
1,420,858

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 令和２年度介護予防教室事業用委託料の支出について（中止分実費弁済第２回目）
1,917,159

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 令和２年度介護予防教室事業用委託料の支出について（中止分実費弁済第３回目）
1,844,626

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 令和２年度介護予防教室事業用委託料の支出について（中止分実費弁済第１回目）
2,040,757

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 認知症高齢者見守りネットワーク事業位置情報探索等業務委託に係る委託料の支出について（令和２年５月分）
59,400

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 認知症高齢者見守りメール等配信システムサービス提供業務委託に係るＦＡＸ配信経費の支出について（令和２年４月分）
156,499

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

使用料及賃借料　使用料 「特別養護老人ホーム入所待機者管理システム」にかかるレンタルサーバ長期借入の支出について（令和2年5月分）
16,627

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる高齢者用電話名義変更手数料の支出について（令和２年４月工事分）
3,520

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる電話設置費用等（５月工事分）の支出について
29,260

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市認知症疾患医療センター（地域型）運営業務（長期継続）実施にかかる所要経費の支出について（第1四半期分）
4,789,536

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 在日外国人高齢者給付金支給事業用未支給金の支出について（６月分・１回目）
20,000

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 令和２年度介護予防教室事業用委託料の支出について（中止分実費弁済第３回目）
153,264

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和２年度大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（５月分１回目）
6,462,316

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和２年度大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（５月分２回目）
8,179,431

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 （高齢福祉課職員用）令和２年４月分市内出張旅費（近接地含む）の支出について
9,474

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度老人保護措置費の支出について（養護老人ホーム・京都府立洛南寮　４月概算）
168,640

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度老人保護措置費の支出について（養護老人ホーム・西宮市立寿園　5月分精算）
394,780

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度老人保護措置費の支出について（佐用町立養護老人ホーム　佐用朝霧園　５月分精算・６月分概算）
217,333

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度養護老人ホーム入所者日常生活支援費の支出について（西宮市立寿園：6月分）
2,000

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和２年度大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（５月分３回目）
7,882,216

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 家族介護慰労金支給事業用慰労金の支出について（３回目）
100,000

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 介護用品支給事業用介護用品代金の支出について（４月利用・６月請求分）
10,477,510

福祉局 高齢福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 家族介護慰労金支給事業用慰労金の支出について（４回目）
100,000

福祉局 高齢施設課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器等（Ｈ30.6導入）長期借入の実施及び支出について
1,346

福祉局 高齢施設課 令和02年06月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器等（Ｈ30.6導入）長期借入の実施及び支出について
2,394

福祉局 高齢施設課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 介護老人保健施設おとしよりすこやかセンター南部館施設管理業務委託にかかる所要経費の支出について（令和２年５月分）
715,000

福祉局 高齢施設課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 城北複合施設管理業務委託経費の支出について（令和２年５月分）
1,710,751

福祉局 高齢施設課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 介護老人保健施設南部花園館施設管理業務委託にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
649,330
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福祉局 高齢施設課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 城北複合施設管理業務委託経費の支出について（令和２年５月分）
519,814

福祉局 高齢施設課 令和02年06月19日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 城北複合施設管理業務委託経費の支出について（令和２年５月分）
2,145,675

福祉局 高齢施設課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 高齢施設課における市内出張交通費（令和２年５月分）の支出について
9,531

福祉局 高齢施設課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分高齢施設課事務用郵便料金の支出について
28,148

福祉局 高齢施設課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分高齢施設課事務用郵便料金の支出について
6,832

福祉局 いきがい課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市敬老優待乗車証データ媒体変換処理業務委託（概算契約）経費の支出について
185,045

福祉局 いきがい課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 工事請負費　改修工事費 西淀川区老人福祉センター空調設備改修工事に関する経費の支出について
699,600

福祉局 いきがい課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 工事請負費　改修工事費 旭区老人福祉センター空調設備改修工事に関する経費の支出について
578,600

福祉局 いきがい課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立淀川区老人福祉センター管理運営に関する業務代行料の支出について（第１四半期分）
4,715,200

福祉局 いきがい課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市敬老優待乗車証（ＩＣカード）５年次更新に関する申請受付業務委託（単価契約）の支出について（令和２年４月分）
651,656

福祉局 いきがい課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 令和２年度敬老優待乗車証交付申請書封入封緘等業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（令和２年４月分）
103,809

福祉局 いきがい課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 令和２年度　敬老優待乗車証（ＩＣカード）発行・管理業務（単価契約）の支出について（令和２年４月分）
8,206,170

福祉局 いきがい課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度大阪市北区北老人福祉センター外21館用自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の長期借入経費の支出について（５月分）
151,800

福祉局 いきがい課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 地下鉄交通料金福祉措置に関する交付金の支出について（敬老優待乗車証による利用料金令和２年４月分）
120,347,281

福祉局 いきがい課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 バス交通料金福祉措置に関する交付金の支出について（敬老優待乗車証による利用料金　令和２年４月分）
52,169,689

福祉局 いきがい課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 敬老優待乗車証用交付申請書等郵送料の支出について（令和２年５月分）
467,753

福祉局 いきがい課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 令和２年度いきがい課市内出張交通費の支払について(５月分)
2,490

福祉局 いきがい課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度大阪市老人クラブ育成補助金の支出について
67,653,500

福祉局 いきがい課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度大阪市老人クラブ育成補助金の支出について（港区老人クラブ連合会　外15件）
1,618,900

福祉局 介護保険課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年度　大阪市認定事務センターにおける電話料金にかかる経費の支出について（令和２年４月分・ＮＴＴ西日本分）
28,388

福祉局 介護保険課 令和02年06月01日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 令和２年度　大阪市認定事務センターにおける電話料金にかかる経費の支出について（令和２年４月分・ＮＴＴ西日本分）
204,303

福祉局 介護保険課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和２年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（16回目）
307,896

福祉局 介護保険課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（16回目）
4,879

福祉局 介護保険課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（16回目）
4,159

福祉局 介護保険課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（16回目）
15,538

福祉局 介護保険課 令和02年06月02日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 令和２年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（16回目）
47,294

福祉局 介護保険課 令和02年06月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 令和２年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（16回目）
10,006

福祉局 介護保険課 令和02年06月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和２年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（16回目）
39,235

福祉局 介護保険課 令和02年06月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 令和２年度　要介護認定調査の手話通訳派遣事業に係る委託料の支出について（４月分）
50,820

福祉局 介護保険課 令和02年06月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（４月分②）
102,300

福祉局 介護保険課 令和02年06月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理事務にかかる委託料の支出について（４月分）
1,843,503

福祉局 介護保険課 令和02年06月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理事務にかかる委託料の支出について（４月分）
202,680

福祉局 介護保険課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用コピー代金の支出について（令和２年４月分）
95,990

福祉局 介護保険課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度　指定事業者台帳等管理システム保守業務委託の所要経費の支出について（４月分）
25,282

福祉局 介護保険課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和２年度　指定事業者台帳等管理システム保守業務委託の所要経費の支出について（４月分）
57,218

福祉局 介護保険課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和２年度介護保険料決定通知書・納付書作成等業務委託（概算契約）経費の支出について（４月分）
1,170,540

福祉局 介護保険課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用コピー代金の支出について（令和２年４月分）
506,720

福祉局 介護保険課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託料の支出について（その１）　令和２年４月分
572,660

福祉局 介護保険課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 令和2年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（令和２年４月）
13,112

福祉局 介護保険課 令和02年06月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和２年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託料の支出について（その１）　令和２年４月分
2,290,640

福祉局 介護保険課 令和02年06月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 令和2年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（令和２年４月）
52,448

福祉局 介護保険課 令和02年06月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（４月分④）
89,100

福祉局 介護保険課 令和02年06月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（４月分③）
82,500

福祉局 介護保険課 令和02年06月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（４月分【他】①
108,900

福祉局 介護保険課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（令和２年４月分）
637

福祉局 介護保険課 令和02年06月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用『わかりやすい介護保険法の手引　追録88号』 買入及び同経費の支出について
4,092

福祉局 介護保険課 令和02年06月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 令和２年度　大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（令和２年４月分・ＮＴＴコミュニケーションズ分）
1,375
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福祉局 介護保険課 令和02年06月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（令和２年４月分）
4,588

福祉局 介護保険課 令和02年06月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（４月分④）
19,800

福祉局 介護保険課 令和02年06月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（４月分【他】②）
72,600

福祉局 介護保険課 令和02年06月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（４月分③）
82,390

福祉局 介護保険課 令和02年06月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和２年度介護保険料決定通知書・納付書作成等業務委託（概算契約）経費の支出について（５月分）
79,743

福祉局 介護保険課 令和02年06月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（４月分⑤）
92,400

福祉局 介護保険課 令和02年06月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（４月分⑦）
36,300

福祉局 介護保険課 令和02年06月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（４月分⑥）
93,500

福祉局 介護保険課 令和02年06月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 令和２年度　要介護認定調査の手話通訳派遣事業に係る委託料の支出について（５月分）
46,200

福祉局 介護保険課 令和02年06月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和２年度おおさか介護サービス相談センター事業にかかる所要経費の支出について（第１四半期）
7,570,648

福祉局 介護保険課 令和02年06月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　普通旅費 介護認定事務にかかる市内出張交通費の支出について（４月分）
6,380

福祉局 介護保険課 令和02年06月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（４月分【他】③）
66,000

福祉局 介護保険課 令和02年06月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 令和2年度介護サービス等給付費の支払いについて（令和2年5月支給決定分）
48,197,863

福祉局 介護保険課 令和02年06月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給付
費

負担金、補助及交付金　負担金 令和2年度介護予防サービス等給付費の支払いについて（令和2年5月支給決定分）
29,049,260

福祉局 介護保険課 令和02年06月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給付
費

負担金、補助及交付金　負担金 令和2年度高額介護サービス費等給付費の支払いについて（令和2年5月支給決定分）
228,289,966

福祉局 介護保険課 令和02年06月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額医療合算介護サービ
ス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 令和2年度高額医療合算介護サービス等給付費の支払いについて（令和2年5月支給決定分）
2,663,769

福祉局 介護保険課 令和02年06月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
特定入所者介護サービス
等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 令和2年度特定入所者介護サービス費等給付費の支払いについて（令和2年5月支給決定分）
73,200

福祉局 介護保険課 令和02年06月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援サー
ビス事業費

負担金、補助及交付金　負担金 令和2年度高額介護予防サービス費相当事業給付費の支払いについて（令和2年5月支給決定分）
843,331

福祉局 介護保険課 令和02年06月15日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、５月分還付金の支出について（口座、歳出）
32,134,460

福祉局 介護保険課 令和02年06月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（４月分【他】④）
66,000

福祉局 介護保険課 令和02年06月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 令和２年度介護保険住宅改修費等適正給付事業（令和２年４月～６月分）にかかる経費の支出について（第１四半期分）
1,129,447

福祉局 介護保険課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用書籍 「介護保険六法 令和元年度版」ほか１点の買入について
19,542

福祉局 介護保険課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（５月分②）
95,700

福祉局 介護保険課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（４月分③）
4,400

福祉局 介護保険課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（５月分①）
72,600

福祉局 介護保険課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（４月分⑥）
214,975

福祉局 介護保険課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（４月分⑤）
12,510

福祉局 介護保険課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（４月分⑫）
87,570

福祉局 介護保険課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（４月分⑨）
68,805

福祉局 介護保険課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 令和２年度要介護認定調査業務委託（概算契約）長期継続に係る所要経費の支出について（４月分）
73,203,070

福祉局 介護保険課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（４月分⑪）
6,255

福祉局 介護保険課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（４月分⑬）
56,295

福祉局 介護保険課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（４月分⑩）
37,530

福祉局 介護保険課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（４月分⑧）
75,060

福祉局 介護保険課 令和02年06月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支出について（４月分）
38,267,660

福祉局 介護保険課 令和02年06月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（４月分⑭）
41,580

福祉局 介護保険課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 令和2年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（令和２年５月分）
13,112

福祉局 介護保険課 令和02年06月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 令和2年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（令和２年５月分）
52,448

福祉局 介護保険課 令和02年06月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（大阪市認定事務センター　5月分）
3,476

福祉局 介護保険課 令和02年06月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（５月分④）
31,900

福祉局 介護保険課 令和02年06月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（５月分③）
90,200

福祉局 介護保険課 令和02年06月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 令和２年度要介護認定調査の外国語通訳に係る委託料の支出について　　　　　　　　　（中国語Ａ　５月分）
1,540

福祉局 介護保険課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　手数料 介護保険特別対策用審査支払経費（総合事業分）の支出について（令和２年５月審査分）
95

福祉局 介護保険課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　手数料 介護保険特別対策用審査支払経費（居宅介護分）の支出について（令和２年５月審査分）
475

福祉局 介護保険課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 介護保険特別対策用利用経費（居宅介護サービス給付費）の支出について（令和２年５月審査分）
51,445

福祉局 介護保険課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 介護保険特別対策用利用経費（総合事業　サービス事業費）の支出について（令和２年５月審査分）
3,071

福祉局 介護保険課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（５月分③）
3,300
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福祉局 介護保険課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（４月分⑦）
798,600

福祉局 介護保険課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（４月分【他】③）
3,300

福祉局 介護保険課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費等の支出について（令和２年５月審査分）
19,027,842,197

福祉局 介護保険課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給付
費

負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費等の支出について（令和２年５月審査分）
534,105,717

福祉局 介護保険課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給付
費

負担金、補助及交付金　負担金 高額介護サービス費等の支払いについて（令和２年５月審査分）
395,690,646

福祉局 介護保険課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
特定入所者介護サービス
等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 特定入所者介護サービス費等の支出について（令和２年５月審査分）
555,357,982

福祉局 介護保険課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 審査支払費 委託料　委託料 介護給付費審査支払業務委託料の支出について（令和２年５月審査分）
17,678,028

福祉局 介護保険課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援サー
ビス事業費

委託料　委託料 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払業務委託料の支払について（令和２年５月審査分）
2,293,000

福祉局 介護保険課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援サー
ビス事業費

負担金、補助及交付金　負担金 介護予防・日常生活支援総合事業費の支払いについて（令和２年５月審査分）
686,425,429

福祉局 介護保険課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、5月分年金保険者還付金の支出について
2,957,585

福祉局 介護保険課 令和02年06月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（５月分⑤）
5,500

福祉局 介護保険課 令和02年06月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（６月分①）
53,900

福祉局 介護保険課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度「大阪市認定事務センター業務委託　長期継続」に係る同所要経費の支出について（４月分）
4,946,975

福祉局 介護保険課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 令和２年度「大阪市認定事務センター業務委託　長期継続」に係る同所要経費の支出について（４月分）
35,670,525

福祉局 介護保険課 令和02年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（5月分）
21,673,500

福祉局 介護保険課 令和02年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（5月分）
228,380

福祉局 介護保険課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（令和２年５月分）
637

福祉局 介護保険課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 大阪市認定事務センターにおける複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入に係る所要経費の支出について（令和２年５月分）
3,132

福祉局 介護保険課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者指定指導業務庁内情報利用モバイル端末（IPad）利用料（令和２年５月分）の支出について
3,962

福祉局 介護保険課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（令和２年５月分）
4,588

福祉局 介護保険課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（５月分）
4,684,078

福祉局 介護保険課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 大阪市認定事務センターにおける複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入に係る所要経費の支出について（令和２年５月分）
3,132

福祉局 介護保険課 令和02年06月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（５月分）の支出について
7,376

福祉局 介護保険課 令和02年06月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（５月分）の支出について
1,835,608

福祉局 介護保険課 令和02年06月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（５月分）の支出について
254,380

福祉局 介護保険課 令和02年06月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（５月分）の支出について
1,543,599

福祉局 介護保険課 令和02年06月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（５月分）の支出について
3,238,168

福祉局 介護保険課 令和02年06月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（５月分）の支出について
367,207

福祉局 介護保険課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年度　大阪市認定事務センターにおける電話料金にかかる経費の支出について（令和２年５月分・ＮＴＴ西日本分）
22,468

福祉局 介護保険課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度　指定事業者台帳等管理システム保守業務委託の実施及び同所要経費の支出について（令和２年５月分）
25,282

福祉局 介護保険課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託料の支出について（その１）　令和２年５月分
572,660

福祉局 介護保険課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（17回目）
4,881

福祉局 介護保険課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 令和２年４月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
504

福祉局 介護保険課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者緊急情報提供用ファクシミリ一斉送信サービス利用による同所要経費の支出について（令和２年５月分）
3,485

福祉局 介護保険課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者指定指導業務にかかる料金後納郵便（令和２年５月分）の支出について
140

福祉局 介護保険課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者緊急情報提供用ファクシミリ一斉送信サービス利用による同所要経費の支出について（令和２年５月分）
10,682

福祉局 介護保険課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 令和２年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（17回目）
4,153

福祉局 介護保険課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 令和２年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（17回目）
15,627

福祉局 介護保険課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 令和２年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（17回目）
32,117

福祉局 介護保険課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 令和２年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（17回目）
16,880

福祉局 介護保険課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 令和２年４月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
10,670

福祉局 介護保険課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者指定指導業務にかかる料金後納郵便（令和２年５月分）の支出について
27,890

福祉局 介護保険課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者緊急情報提供用ファクシミリ一斉送信サービス利用による同所要経費の支出について（令和２年５月分）
34,956

福祉局 介護保険課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者緊急情報提供用ファクシミリ一斉送信サービス利用による同所要経費の支出について（令和２年５月分）
89,120

福祉局 介護保険課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和２年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託料の支出について（その１）　令和２年５月分
2,290,640

福祉局 介護保険課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和２年度　指定事業者台帳等管理システム保守業務委託の実施及び同所要経費の支出について（令和２年５月分）
57,218

福祉局 介護保険課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 令和２年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（17回目）
47,329
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福祉局 介護保険課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者緊急情報提供用ファクシミリ一斉送信サービス利用による同所要経費の支出について（令和２年５月分）
45,689

福祉局 介護保険課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 令和２年度　大阪市認定事務センターにおける電話料金にかかる経費の支出について（令和２年５月分・ＮＴＴ西日本分）
161,697

福祉局 介護保険課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（５月分⑥）
4,400

福祉局 介護保険課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（６月分②）
56,100

福祉局 介護保険課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事業者指定指導業務にかかる料金後納郵便（令和２年５月分）の支出について
32,447

福祉局 介護保険課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、６月分還付金の支出について（口座、歳出）
10,155,507

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　合同カンファレンス実施にかかる回線利用料の支出について（４月分　市大側）
4,730

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（４月分）
1,320

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（４月分）
5,885

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　合同カンファレンス実施にかかる回線利用料の支出について（４月分　弘済院側）
8,690

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　スライサー 外２点 買入の所用経費の支出について
22,264

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　アクティビティ用生花（５月分）外２点買入の所要経費の支出について
26,400

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　医療用酸素ガス7000Ｌ　外３点（単価契約）の買入にかかる経費の支出について（４月分）
110,000

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立弘済院附属病院　医療情報システム運用管理業務委託（長期継続）の実施にかかる経費の支出について（4月分）
1,243,000

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立弘済院附属病院　微生物検査業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（4月分）
70,724

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 折り畳みコンテナ　買入の実施及び同所経費の支出について
23,650

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 折り畳みコンテナ　買入の実施及び同所経費の支出について
23,650

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 平成30年度　大阪市立弘済院給食業務委託　長期継続（概算契約）に係る所要経費の支出について（令和２年４月）
3,753,970

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 折り畳みコンテナ　買入の実施及び同所経費の支出について
35,475

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 平成30年度　大阪市立弘済院給食業務委託　長期継続（概算契約）に係る所要経費の支出について（令和２年４月）
3,184,508

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 備品購入費　機械器具費 附属病院運営用　［患者支援部］ラミネーターの買入の実施および同所要経費の支出について
68,200

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 旅費　普通旅費 管理運営用　市内等出張旅費の支出について（令和２年５月支払分）
19,170

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用・附属病院運営用　歯磨き粉ほか13点　買入の実施及び同所要経費の支出について
41,112

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　新型コロナウイルス感染症対策 ノートパソコン用シリコン製キーボードカバー 買入の所用経費の支出について
31,636

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 令和２年度　大阪市立弘済院医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）の支出について（４月分）
153,381

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　弘済院処遇等管理支援システム機器　長期借入にかかる所要経費の支出について（令和２年５月分）
61,820

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用・附属病院運営用　歯磨き粉ほか13点　買入の実施及び同所要経費の支出について
4,972

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 令和２年度　大阪市立弘済院医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）の支出について（４月分）
233,136

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院清掃業務委託（長期継続契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年５月分）
10,780

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　ポリ袋（１）ほか２点　買入の実施及び同所要経費の支出について
32,538

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用・附属病院運営用　ラミネートフィルムほか２７点　買入の実施及び同所要経費の支出について
4,950

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院清掃業務委託（長期継続契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年５月分）
97,020

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度大阪市立弘済院玄関マット借入の所要経費の支出について（令和２年５月分）
7,260

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床研究用　被験者負担軽減措置費５月分の支出について（▲▲Ｂ－Ｚ被験者分・パートナー分）
2,000

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
1,540

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用・附属病院運営用　ラミネートフィルムほか２７点　買入の実施及び同所要経費の支出について
49,368

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院清掃業務委託（長期継続契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年５月分）
970,200

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度大阪市立弘済院玄関マット借入の所要経費の支出について（令和２年５月分）
8,030

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつ買入（単価契約）の支出について（令和２年４月分）
163,630

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式　長期借入契約にかかる所要経費の支出について（令和2年5月分）
116,035

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式　長期借入契約にかかる所要経費の支出について（令和2年5月分）
12,289

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式　長期借入契約にかかる所要経費について（令和2年5月分）
45,815

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）（２）一式長期借入契約にかかる所要経費の支出について（令和2年5月分）
97,502

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　LGWAN接続系利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式長期借入契約にかかる所要経費の支出について（令和2年5月分）
5,474

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式長期借入契約にかかる所要経費の支出について（令和2年5月分）
33,371

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　燃料費 管理運営用　非常用発電機燃料（軽油）買入の実施及び同所要経費の支出について
18,744

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　医薬材料費 第２特養運営用　新型コロナウイルス感染症対策　手指消毒剤　買入の所要経費の支出について
49,500
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福祉局 弘済院管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立弘済院附属病院　医療廃棄物収集・運搬業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（5月分）
67,540

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立弘済院附属病院　寝具管理業務委託の実施にかかる経費の支出について（4月分）
110,000

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立弘済院附属病院　寝具管理業務委託の実施にかかる経費の支出について（5月分）
110,000

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立弘済院附属病院　医療廃棄物処分業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（5月分）
37,400

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立弘済院附属病院　病理・髄液検査業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（5月分）
7,700

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　大阪市立弘済院附属病院　酸素濃縮装置　借入（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（5月分）
45,485

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立弘済院附属病院医療事務業務委託　長期継続の所要経費の支出について（2回目）
3,960,000

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立弘済院附属病院　医療情報システム運用管理業務委託（長期継続）の実施にかかる経費の支出について（2回目）
1,243,000

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　令２年度　地方財務実務提要追録買入の所要経費の支出について（追録号数583-585）
8,349

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　新型コロナウイルス感染症対策 ディスポーザブルエプロン 外１点買入の所要経費の支出について
8,800

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　新型コロナウイルス感染症対策　手指消毒剤　外２点買入の所要経費の支出について
31,416

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　新型コロナウイルス感染症対策　ゴミ箱　買入の所要経費の支出について
39,600

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　光熱水費 令和２年度ガス料金の支出について（令和２年６月分：令和２年５月８日～令和２年６月１日分））
208,107

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　医薬材料費 第２特養運営用　新型コロナウイルス感染症対策 ディスポーザブルエプロン 外１点買入の所要経費の支出について
4,070

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　医薬材料費 第２特養運営用　新型コロナウイルス感染症対策　手指消毒剤　外２点買入の所要経費の支出について
38,500

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 平成30年度　大阪市立弘済院給食業務委託　長期継続（概算契約）に係る所要経費の支出について（令和２年５月）
3,773,046

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　大阪市立弘済院　布おむつ(３種)ほか４点借入（単価契約）の支出について（令和２年５月分）
208,439

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　寝具（大阪市立弘済院）借入（単価契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年５月分）
111,995

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 第２特養運営用　令和２年度　大阪市老人福祉施設連盟年会費の支出について
77,000

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　光熱水費 令和２年度ガス料金の支出について（令和２年６月分：令和２年５月８日～令和２年６月１日分））
390,991

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　建物修繕料 附属病院運営用　大阪市立弘済院附属病院照明器具取付作業（新型コロナ感染症対策関係）の所要経費の支出について
245,300

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　建物修繕料 附属病院運営用　大阪市立弘済院附属病院２階２０６・２０７号室ガラス修繕の実施及び同所要経費の支出について
35,200

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　Ｎ９５マスク（新型コロナ感染症対策関係）買入に係る所要経費の支出について
44,000

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 令和２年度　大阪市立弘済院附属病院　照射赤血球液ＬＲ－｢日赤｣他１点の買入にかかる経費の支出について（５月分）
36,264

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　ディスポキャップ（新型コロナ感染症対策関係）買入にかかる所要経費の支出について
7,920

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　医療用酸素ガス7000Ｌ　外３点（単価契約）の買入にかかる経費の支出について（５月分）
108,900

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 平成30年度　大阪市立弘済院給食業務委託　長期継続（概算契約）に係る所要経費の支出について（令和２年５月）
3,102,721

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 弘済院附属病院医療情報システム再構築・運用保守業務委託（長期継続契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年５月分）
710,325

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 弘済院附属病院医療情報システム再構築・運用保守業務委託（長期継続契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年４月分）
710,325

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　寝具（大阪市立弘済院）借入（単価契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年５月分）
49,124

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　大阪市立弘済院　布おむつ(３種)ほか４点借入（単価契約）の支出について（令和２年５月分）
32,643

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつ買入（単価契約）の支出について（令和２年５月分）
132,528

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつ買入（単価契約）の支出について（令和２年５月分）
184,994

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　大阪市立弘済院附属病院1階患者支援部内線番号用回線増設業務の実施にかかる経費の支出について
55,000

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用・第２特養運営用・附属病院運営用　蛍光灯（１）ほか６点　買入の実施及び同所要経費の支出について
28,820

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）に係る諸経費の支出について（令和２年５月分）
39,708

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院警備業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（令和２年５月分）
1,444,758

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用・第２特養運営用・附属病院運営用　蛍光灯（１）ほか６点　買入の実施及び同所要経費の支出について
28,930

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）に係る諸経費の支出について（令和２年５月分）
10,997

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 令和２年度　大阪市立弘済院医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）の支出について（５月分）
149,201

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立弘済院厨房用飛来昆虫捕獲機（捕虫器）長期借入にかかる消費税率改正に伴う契約変更の所要経費の支出について（令和２年５月分）
1,375

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立弘済院厨房用飛来昆虫捕獲機（捕虫器）長期借入にかかる消費税率改正に伴う契約変更の所要経費の支出について（令和２年４月分）
1,375

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）に係る諸経費の支出について（令和２年５月分）
29,733

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用・第２特養運営用・附属病院運営用　蛍光灯（１）ほか６点　買入の実施及び同所要経費の支出について
12,320

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 令和２年度　大阪市立弘済院医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）の支出について（５月分）
201,916

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立弘済院厨房用飛来昆虫捕獲機（捕虫器）長期借入にかかる消費税率改正に伴う契約変更の所要経費の支出について（令和２年４月分）
3,209

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立弘済院厨房用飛来昆虫捕獲機（捕虫器）長期借入にかかる消費税率改正に伴う契約変更の所要経費の支出について（令和２年５月分）
3,209



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（令和２年５月分）
1,639,332

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（令和２年５月分）
452

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　建物修繕料 附属病院運営用　令和２年度大阪市立弘済院消防設備緊急修繕にかかる所要経費の支出について
214,500

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 令和２年度大阪市立弘済院後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
2,122

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 管理運営用　電話料金の支払いについて（令和２年６月請求分：５月利用分）
26,548

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院設備管理・保守点検業務委託（長期継続）の実施及び同所要経費の支出について（令和２年５月分）
2,127,582

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　アクティビティ用生花（６月分）の所要経費の支出について
5,500

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用・附属病院運営用　入れ歯洗浄剤　ほか９点　買入の実施及び同所要経費の支出について
39,815

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（令和２年５月分）
344,718

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　通信運搬費 令和２年度大阪市立弘済院後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
5,162

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立弘済院糞便検査業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（５月分）
13,376

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 第２特養運営用　令和２年度　大阪府社会福祉協議会 老人施設部会会費の支出について
79,000

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）５月分経費の支出について
26,598

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）５月分経費の支出について
2,508

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）５月分経費の支出について
24,160

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）５月分経費の支出について
4,400

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　ｉ－ＳＴＡＴアナライザー用感熱記録紙の買入にかかる所要経費の支出について
1,210

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用・附属病院運営用　入れ歯洗浄剤　ほか９点　買入の実施及び同所要経費の支出について
2,964

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　［１病棟］ナースコール接続ケーブル　買入にかかる所要経費の支出について
11,220

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　［１病棟］ナースコールの買入にかかる所要経費の支出について
6,765

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　インプリンタ用インクローラー買入にかかる所要経費の支出について
17,820

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（令和２年５月分）
1,229,264

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　再栓キャップの買入にかかる所要経費の支出について
1,496

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）５月分経費の支出について
350,463

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）５月分経費の支出について
333,520

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）５月分経費の支出について
52,840

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）５月分経費の支出について
214,155

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ゾシン配合点滴静注用バッグ４．５　４．５ｇ　１０キット）（単価契約）５月分経費の支出について
243,584

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　ディスポーザブル白金耳（新型コロナ感染症対策関係）の買入にかかる所要経費の支出について
10,285

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）５月分経費の支出について
93,731

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）５月分経費の支出について
260,271

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）５月分経費の支出について
11,638

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用［１病棟］電子血圧計カフの買入にかかる所要経費の支出について
1,397

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（セルダインルビー用メンテナンスコントロールＡＯ－３）（単価契約）５月分経費の支出について
144,419

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）５月分経費の支出について
409,302

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ１ｍｌ　１筒）（単価契約）５月分経費の支出について
141,240

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）５月分経費の支出について
145,473

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 令和２年度大阪市立弘済院後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
23,624

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　ＰＨＳ電話料金の支出について（５月分）
8,712

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立弘済院糞便検査業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（５月分）
352

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　大阪市立弘済院附属病院　フレグランスディフューザーほか２点借入の実施にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
62,920

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　大阪市立弘済院附属病院　フレグランスディフューザーほか２点借入の実施にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
62,920

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 備品購入費　機械器具費 附属病院運営用　ローパーテーション（新型コロナ感染症対策関係）買入にかかる所要経費の支出について
126,665

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 備品購入費　機械器具費 附属病院運営用　クリーンベンチ（新型コロナ感染症対策関係）の買入にかかる所要経費の支出について
99,880

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 旅費　普通旅費 管理運営用　市内等出張旅費の支出について（令和２年６月支払分）
14,979

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立弘済院除草ごみ収集運搬業務委託（単価契約）令和２年５月分の支払いについて
90,662

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立弘済院一般廃棄物収集運搬業務委託の所要経費の支出について（令和２年５月分）
198,000



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用・附属病院運営用　割箸　ほか６点（新型コロナ感染症対策関係）買入にかかる所要経費の支出について
62,810

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院運営用　市内等出張旅費の支出について（令和２年６月支払分）
1,570

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用・附属病院運営用　割箸　ほか６点（新型コロナ感染症対策関係）買入にかかる所要経費の支出について
23,727

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　［２病棟］病棟日用品４点（セメントほか３点）買入の実施および同所要経費の支出について
13,857

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　不織布キャップ（新型コロナ感染症対策関係）買入にかかる所要経費の支出について
63,888

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　建物修繕料 附属病院運営用　大阪市立弘済院附属病院地下1階機械室給湯ポンプ漏水修繕にかかる所要経費の支出について
55,000

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　送気・送水ボタン　ほか１点　の買入にかかる所要経費の支出について
45,760

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　紙製フェイスシールド（新型コロナ感染症対策関係）【２回目】買入にかかる所要経費の支出について
231,000

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　袖なしディスポエプロン（新型コロナ感染症対策関係）買入にかかる所要経費の支出について
264,000

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　医薬品（クイックナビーマイコプラズマ）の買入にかかる所要経費の支出について（５月）
14,740

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）５月分経費の支出について
13,486

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（５月分）
5,885

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　合同カンファレンス実施にかかる回線利用料の支出について（５月分　市大側）
4,730

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　合同カンファレンス実施にかかる回線利用料の支出について（５月分　弘済院側）
8,690

福祉局 弘済院管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（５月分）
1,320

福祉局 診療所 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　損害保険料 診療所業務用令和２年度医師賠償責任保険の継続入会にかかる保険料の支出について
80,624

福祉局 診療所 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 令和２年度大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター白衣等洗濯業務委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年４月分）
12,507

福祉局 診療所 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 令和２年度大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター白衣等洗濯業務委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年５月分）
12,749

福祉局 管理課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続契約にかかる所要経費の支出について（令和2年4月分）
33,059

福祉局 管理課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター清掃業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（令和２年４月分）
413,435

福祉局 管理課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障がい者リハビリテーションセンター自動体外除細動器（AED）の借入　長期継続契約にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
1,728

福祉局 管理課 令和02年06月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続契約にかかる所要経費の支出について（令和2年4月分）
21,494

福祉局 管理課 令和02年06月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 心身障がい者リハビリテーションセンター自動体外除細動器（AED）の借入　長期継続契約にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
1,728

福祉局 管理課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（令和２年４月分）
5,225

福祉局 管理課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 企画情報事業用　自走用車いす・車いす用アームレストの所要経費の支出について
77,300

福祉局 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障がい者リハビリテーションセンター自動体外除細動器（AED）の借入　長期継続契約にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
1,728

福祉局 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 心身障がい者リハビリテーションセンター自動体外除細動器（AED）の借入　長期継続契約にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
1,728

福祉局 管理課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター清掃業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（令和２年５月分）
413,415

福祉局 管理課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用ゴム印の買入にかかる経費の支出について
10,030

福祉局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（令和２年５月分）
18,392

福祉局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（令和２年５月分）
2,590

福祉局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（令和２年４月分）
6,300

福祉局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（令和２年４月分）
10,780

福祉局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（令和２年５月分）
6,131

福祉局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 心身障がい者リハビリテーションセンター施設管理用電気料金の支出について（令和２年５月分）
1,029,314

福祉局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　医薬材料費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（令和２年５月分）
10,450

福祉局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
1,050

福祉局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（令和２年５月分）
84

福祉局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
4,704

福祉局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
2,004

福祉局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（令和２年４月分）
5,930

福祉局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
140

福祉局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
13,084

福祉局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（令和２年４月分）
5,640

福祉局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　心身障がい者リハビリテーションセンター業務用ＥＴＣ利用通行料金の支出について（令和２年４月分）
670

福祉局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　心身障がい者リハビリテーションセンター業務用ＥＴＣ利用通行料金の支出について（令和２年４月分）
4,920

福祉局 相談課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について（令和２年４月分）
379,500
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福祉局 相談課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について（令和２年４月分）
4,400

福祉局 相談課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度　発達障がい児専門療育機関（南東エリア）業務委託に係る所要経費の支出について（第１四半期）（第５回目分）（スポ協・大阪市更生療育センター分）
2,250,000

福祉局 相談課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度　発達障がい児専門療育機関（中央エリア）業務委託に係る所要経費の支出について（第１四半期分）（第１２回目）（オフィスぼん　bonキッズ北堀江分）
2,200,000

福祉局 相談課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和2年度発達障がい児専門療育機関（南西エリア）業務に係る所要経費の支出について（第１四半期）（第５回目）（北摂杉の子会　こども発達支援センターａｚ）
3,320,000

福祉局 相談課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度発達障がい児専門療育機関業務（北部エリア）に係る所要経費の支出について（第１四半期分）（第５回目）（児童デイサービスセンターａｎ）
3,320,000

福祉局 相談課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市発達障がい児専門療育機関（中央東エリア）委託業務に係る所経費の支出について（第１四半期）（第３回目）（合同会社オフィスぼん：bonキッズ谷町）
2,570,000

福祉局 相談課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について（令和２年５月分）
49,500

福祉局 相談課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について（令和２年５月分）
1,460

福祉局 相談課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和2年度　発達障がい児専門療育機関（中央西エリア）業務委託に係る所要経費の支出について（第１四半期分）（第８回目）（愛徳福祉会　あさしお園）
2,250,000

福祉局 相談課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会開催（令和２年４月）の支出に係る口座振替不能に伴う追給について
11,690

建設局 総務課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 ATC庁舎事務室等電話回線使用料の支出について(令和2年4月分(5月請求))
363,335

建設局 総務課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室内等電話回線使用料の支出について(令和2年4月分(5月請求))
85,466

建設局 総務課 令和02年06月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務参考用　建築関係ＪＩＳ要覧追録ほか４点　概算買入経費の支出について（第１回中間）
3,857

建設局 総務課 令和02年06月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 会議出席用等市内等出張交通費（令和2年4月分）の支出について
1,990

建設局 総務課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 会議出席用等市内等出張交通費（令和2年4月分・調査役分）の支出について
2,100

建設局 総務課 令和02年06月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務参考用　河川関係法令例規集〔質疑応答編〕追録ほか７点　概算買入経費の支出について（第１回中間）
5,150

建設局 総務課 令和02年06月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務参考用　河川法令便覧追録ほか３点　概算買入経費の支出について（第１回中間）
7,920

建設局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　ポータブル送排風機外２点買入について
59,444

建設局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年度支出分）
108,896

建設局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市中央卸売市場業務管理棟共益費の支出について(令和2年6月分（6月請求）)
1,018,587

建設局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務参考用　行政手続法追録ほか13点　概算買入経費の支出について（第１回中間）
496,606

建設局 総務課 令和02年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務参考用　建築関係ＪＩＳ要覧追録ほか４点　概算買入経費の支出について（第２回中間）
14,992

建設局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室内等電気使用料の支出について(平令和2年5月分(6月請求))
49,216

建設局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(令和2年5月分(6月請求))
3,408

建設局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(令和2年5月分(6月請求))
3,014,037

建設局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ATC月極駐車場使用料の支出について(令和2年7月分(6月請求))
308,000

建設局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ATC庁舎事務室等賃料及び共益費の支出について(令和2年7月分(6月請求))
33,841,813

建設局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ATC庁舎自家発電設備等賃料の支出について(令和2年7月分(6月請求))
28,996

建設局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ATC庁舎洗濯機室賃料及び共益費の支出について(令和2年7月分(6月請求))
77,212

建設局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市中央卸売市場本場衛生組合分担金の支出について(令和2年6月分(6月請求))
6,000

建設局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ATC庁舎自家発電設備等賃料の支出について(令和2年7月分(6月請求))
32,206

建設局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 安全衛生用　手指用消毒剤買入経費の支出について
66,044

建設局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 道路・公園事業用　ETC利用高速道路通行料の支出について（４月分）
43,120

建設局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 道路・公園事業用　ETC利用高速道路通行料の支出について（４月分）
640

建設局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 会議出席用等市内等出張交通費（令和２年５月分）の支出について
1,520

建設局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室内等電話回線使用料の支出について(令和2年5月分(6月請求))
74,729

建設局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 建設局事務連絡文書等発送用後納郵便料金の支払いについて（5月分）
121,115

建設局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 ATC庁舎事務室等電話回線使用料の支出について(令和2年5月分(6月請求))
340,476

建設局 職員課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　特別旅費 令和2年4月1日付け人事発令に伴う赴任旅費の支出について
156,720

建設局 職員課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 安全衛生用　危険物取扱者養成講習の受講にかかる所要経費の支出について
12,900

建設局 職員課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用　危険物取扱者養成講習の受講にかかる所要経費の支出について
37,500

建設局 職員課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 安全衛生用　高所作業車技能講習の受講にかかる所要経費の支出について
15,200

建設局 職員課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 安全衛生用　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の受講にかかる所要経費の支出について
11,280

建設局 職員課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 安全衛生用　危険物取扱者保安講習の受講にかかる所要経費の支出について
84

建設局 職員課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の受講にかかる所要経費の支出について
96,720

建設局 職員課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用　危険物取扱者保安講習の受講にかかる所要経費の支出について
61,100

建設局 職員課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用　高所作業車技能講習の受講にかかる所要経費の支出について
284,500
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建設局 職員課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用　酸素欠乏硫化水素危険作業特別教育の受講にかかる所要経費の支出について
96,200

建設局 職員課 令和02年06月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 安全衛生用　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の受講にかかる所要経費の支出について
1,880

建設局 職員課 令和02年06月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の受講にかかる所要経費の支出について
16,120

建設局 職員課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 安全衛生用　危険物取扱者養成講習の受講にかかる所要経費の支出について
4,300

建設局 職員課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 安全衛生用　玉掛け技能講習ほか３種目の受講にかかる所要経費の支出について
60,885

建設局 職員課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用　危険物取扱者養成講習の受講にかかる所要経費の支出について
12,500

建設局 職員課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用　玉掛け技能講習ほか３種目の受講にかかる所要経費の支出について
757,000

建設局 職員課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用　低圧電気取扱業務特別教育の受講にかかる所要経費の支出について
16,000

建設局 職員課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用　第二種電気工事士（筆記）講習会の受講にかかる所要経費の支出について
68,000

建設局 職員課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 安全衛生用　玉掛け技能講習ほか３種目の受講にかかる所要経費の支出について
3,410

建設局 職員課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用　玉掛け技能講習ほか３種目の受講にかかる所要経費の支出について
56,000

建設局 職員課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用　特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会の受講にかかる所要経費の支出について
96,600

建設局 職員課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 会議出席等用市内等出張交通費の支出について（令和２年５月分）
360

建設局 経理課 令和02年06月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（５月分－①）
14,500

建設局 経理課 令和02年06月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 庁内情報用　令和２年度ドラム／トナーカートリッジ（１）ほか１点買入（単価契約）買入経費の支出について（４月分）
46,090

建設局 経理課 令和02年06月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 庁内情報用　令和２年度ドラム／トナーカートリッジ（１）ほか１点買入（単価契約）買入経費の支出について（４月分）
42,515

建設局 経理課 令和02年06月05日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 庁内情報用　令和２年度ドラム／トナーカートリッジ（１）ほか１点買入（単価契約）買入経費の支出について（４月分）
33,550

建設局 経理課 令和02年06月05日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 庁内情報用　令和２年度ドラム／トナーカートリッジ（１）ほか１点買入（単価契約）買入経費の支出について（４月分）
3,135

建設局 経理課 令和02年06月08日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 書類作成用等　令和２年度ゴム印等単価契約にかかる買入経費の支出について（４月分）
3,828

建設局 経理課 令和02年06月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２８年度単価契約）（４月分）
202,235

建設局 経理課 令和02年06月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務用　デジタル複合機（赤黒ツインカラー対応）にかかるコピー代金の支出について　（４月分）
8,420

建設局 経理課 令和02年06月08日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２８年度単価契約）（４月分）
9,618

建設局 経理課 令和02年06月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２９年度単価契約）（４月分）
316,187

建設局 経理課 令和02年06月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２９年度単価契約）（４月分）
135,873

建設局 経理課 令和02年06月10日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２９年度単価契約）（４月分）
4,321

建設局 経理課 令和02年06月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２９年度単価契約）（４月分）
263,024

建設局 経理課 令和02年06月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２９年度単価契約）（４月分）
14,451

建設局 経理課 令和02年06月10日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２９年度単価契約）（４月分）
18,290

建設局 経理課 令和02年06月10日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２９年度単価契約）（４月分）
22,328

建設局 経理課 令和02年06月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について（揮発油　４月分　単価契約）
1,084,274

建設局 経理課 令和02年06月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について（軽油　４月分　単価契約）
71,235

建設局 経理課 令和02年06月11日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について（揮発油　４月分　単価契約）
25,541

建設局 経理課 令和02年06月11日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について（軽油　４月分　単価契約）
81,627

建設局 経理課 令和02年06月11日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について（揮発油　４月分　単価契約）
605,299

建設局 経理課 令和02年06月11日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について（揮発油　４月分　単価契約）
11,834

建設局 経理課 令和02年06月11日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について（揮発油　４月分　単価契約）
11,312

建設局 経理課 令和02年06月18日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
1,840

建設局 経理課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　第２原図製本等資料作成にかかる経費の支出について（４月分）
149,995

建設局 経理課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　第２原図製本等資料作成にかかる経費の支出について（４月分）
31,968

建設局 経理課 令和02年06月23日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（5月分-②）
7,176

建設局 経理課 令和02年06月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（5月分-②）
5,478

建設局 経理課 令和02年06月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（5月分-②）
22,130

建設局 経理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 書類作成用等　令和２年度ゴム印等単価契約にかかる買入経費の支出について（５月分）
3,943

建設局 経理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 庁内情報用　令和２年度ドラム／トナーカートリッジ（１）ほか１点買入（単価契約）買入経費の支出について（５月分）
218,735

建設局 経理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 庁内情報用　令和２年度ドラム／トナーカートリッジ（１）ほか１点買入（単価契約）買入経費の支出について（５月分）
64,020

建設局 管理課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 適正化担当業務等にかかる市内出張旅費（道路４月分）の支出について
24,611

建設局 管理課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（４月分）の支出について①
17,644
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建設局 管理課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（４月分）の支出について②
8,822

建設局 管理課 令和02年06月12日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園利用相談員の適正化業務にかかる市内出張旅費（４月分）の支出について
1,600

建設局 管理課 令和02年06月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 適正化担当業務等にかかる市内出張旅費（公園５月分）の支出について
3,770

建設局 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園利用相談員の適正化業務にかかる市内出張旅費（５月分）の支出について
52,760

建設局 管理課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 適正化担当業務等にかかる市内出張旅費（道路５月分）の支出について
12,887

建設局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 令和２年５月　管理課担当業務にかかる市内等出張交通費の支出について（道路）
5,500

建設局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（５月分）の支出について①
17,644

建設局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（５月分）の支出について②
8,822

建設局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 「かたづけ・たい」活動報告はがきに係る郵便料金の支払いについて（5月分）
2,106

建設局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　道路管理システム対応端末機器等（その２）長期借入の支出について
125,697

建設局 管財課 令和02年06月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 道路管理事務用市内出張等交通費（令和２年４月分）の支出について
6,935

建設局 管財課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 道路台帳システム用機器一式長期借入（再リース）に係る経費の支出について（５月分）
1,496

建設局 管財課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 道路管理事務用　外付けハードディスクドライブ買入の購入経費の支出について
8,547

建設局 管財課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 道路管理事務用市内出張等交通費（令和２年５月分）の支出について
720

建設局 管財課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 道路管理事務用市内出張等交通費（令和２年５月分）の支出について
5,212

建設局 測量明示課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 測量業務用　丸杭買入にかかる経費の支出について
15,400

建設局 測量明示課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器（道路・河川）長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
39,576

建設局 測量明示課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 市有不動産測量事務用コンピュータシステム長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
212,300

建設局 測量明示課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量計算ＣＡＤシステム機器（基準点・市有地）長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
217,030

建設局 測量明示課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　船車賃借料 令和元年度小型普通自動車（建設局）－２長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
89,100

建設局 測量明示課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量業務用平成３０年度小型普通自動車（建設局）長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
355,410

建設局 測量明示課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量業務用平成３１年度小型普通自動車（建設局）長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
137,280

建設局 測量明示課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　不動産賃借料 測量業務車両駐車用ＡＴＣビル内駐車場使用料の支出について（令和２年７月分）
264,000

建設局 測量明示課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 河川費 河川費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器（道路・河川）長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
31,854

建設局 測量明示課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器（道路・河川）長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
129,870

建設局 測量明示課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 測量明示業務用（道路事業）市内出張費等の支出について（令和２年５月分）
2,020

建設局 測量明示課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 測量明示業務用（街路事業）市内出張費等の支出について（令和２年５月分）
360

建設局 測量明示課 令和02年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 高見西道路区域線確定測量業務委託の委託料前払金の支出について
1,510,000

建設局 道路部調整課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道電気料金の支出について（令和２年４月使用分）
840,504

建設局 道路部調整課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 大和川北岸線アンダーパス専用回線使用料の支出について（令和２年４月使用分）
6,171

建設局 道路部調整課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 共同溝等用光回線使用料の支出について（令和２年４月使用分）
64,768

建設局 道路部調整課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 道路情報提供装置用光回線使用料の支出について（令和２年４月使用分）
26,708

建設局 道路部調整課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 中島用水路跡専用回線使用料の支出について（令和２年４月使用分）
6,171

建設局 道路部調整課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 清水共同溝電話回線専用料の支出について（令和２年４月使用分）
12,576

建設局 道路部調整課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（道路費）の支出について（令和２年４月使用分）
331,239

建設局 道路部調整課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 新庄大和川共同溝電話回線専用料の支出について（令和２年４月使用分）
7,975

建設局 道路部調整課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 道路施設用光回線使用料の支出について（令和２年４月使用分）
37,026

建設局 道路部調整課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 長吉アンダーパス用光回線使用料の支出について（令和２年４月使用分）
6,171

建設局 道路部調整課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 状態監視装置用光回線使用料の支出について（令和２年４月使用分　道路費）
171,962

建設局 道路部調整課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（４月分）の支出について
17,048

建設局 道路部調整課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（橋梁費）の支出について（令和２年４月使用分）
117,249

建設局 道路部調整課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 役務費　通信運搬費 なみはや大橋情報板回線使用料の支出について（令和２年４月使用分）
19,503

建設局 道路部調整課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 役務費　通信運搬費 状態監視装置用光回線使用料の支出について（令和２年４月使用分　橋梁費）
43,307

建設局 道路部調整課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（４月分）の支出について
9,328

建設局 道路部調整課 令和02年06月01日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 公課費　公課費 駐車場事業会計にかかる平成31年度課税期間分の消費税及び地方消費税の中間納付について　第8回目分
11,240,600

建設局 道路部調整課 令和02年06月02日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（４月分）出入橋駐車場
47,000

建設局 道路部調整課 令和02年06月02日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（４月分）扇町通地下駐車場等
11,750,505



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報
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建設局 道路部調整課 令和02年06月02日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（４月分）十三駐車場等
1,003,787

建設局 道路部調整課 令和02年06月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事業参考用　月刊 建設物価　買入経費の支出について
6,899

建設局 道路部調整課 令和02年06月08日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 事業参考用　月刊 建設物価　買入経費の支出について
3,449

建設局 道路部調整課 令和02年06月08日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 プロッタ用紙ほか２点　買入経費の支出について
78,760

建設局 道路部調整課 令和02年06月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 道路事業等用市内等出張交通費の支出について（令和２年4月分・道路部調整課）
9,304

建設局 道路部調整課 令和02年06月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 負担金、補助及交付金　会費 関西道路研究会　２０２０年度会費の支出について
25,000

建設局 道路部調整課 令和02年06月10日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 旅費　普通旅費 道路事業等用市内等出張交通費の支出について（令和２年4月分・道路部調整課）
360

建設局 道路部調整課 令和02年06月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 街路灯電気料金（梅田新歩道橋分含む）の支出について（令和２年５月使用分）
58,579

建設局 道路部調整課 令和02年06月11日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度　安土町複合施設管理組合業務分担金の支出について（第１四半期分）
3,712,000

建設局 道路部調整課 令和02年06月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道（冷房設備用）電気料金の支出について（令和２年５月使用分）
291,396

建設局 道路部調整課 令和02年06月12日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（４月分）桜橋駐車場
610,999

建設局 道路部調整課 令和02年06月12日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（４月分）長堀駐車場等
6,954,939

建設局 道路部調整課 令和02年06月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（令和２年５月使用分）
46,680

建設局 道路部調整課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 道路事業等用市内出張交通費の支出について（令和２年５月分・道路部調整課）
6,694

建設局 道路部調整課 令和02年06月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　不動産賃借料 占用駐車場にかかる臨港道路占用料の支出について
18,807,192

建設局 道路部調整課 令和02年06月24日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 公益社団法人　土木学会関西支部　２０２０年度　会費の支出について
80,000

建設局 道路部調整課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等下水道使用料の支出について（令和２年５月分）
27,869

建設局 道路部調整課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等工業用水道料金の支出について（令和２年６月分）
7,319

建設局 道路部調整課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 大阪環状線及び大阪内環状線等共同溝水道料金の支出について（令和２年５月分）
53,900

建設局 道路部調整課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（令和２年５月使用分）
71,322,553

建設局 道路部調整課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（令和２年５月使用分）
1,384,408

建設局 道路部調整課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（令和２年５月使用分）
241,838

建設局 道路部調整課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（令和２年５月使用分）
7,822

建設局 道路部調整課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 共同溝等用光回線使用料の支出について（令和２年５月使用分）
64,768

建設局 道路部調整課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 長吉アンダーパス用光回線使用料の支出について（令和２年５月使用分）
6,171

建設局 道路部調整課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 道路施設用光回線使用料の支出について（令和２年５月使用分）
37,026

建設局 道路部調整課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 状態監視装置用光回線使用料の支出について（令和２年５月使用分　道路費）
171,962

建設局 道路部調整課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 新庄大和川共同溝電話回線専用料の支出について（令和２年５月使用分）
7,975

建設局 道路部調整課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（道路費）の支出について（令和２年５月使用分）
331,239

建設局 道路部調整課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 中島用水路跡専用回線使用料の支出について（令和２年５月使用分）
6,171

建設局 道路部調整課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 清水共同溝電話回線専用料の支出について（令和２年５月使用分）
12,576

建設局 道路部調整課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 大和川北岸線アンダーパス専用回線使用料の支出について（令和２年５月使用分）
6,171

建設局 道路部調整課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 道路情報提供装置用光回線使用料の支出について（令和２年５月使用分）
26,708

建設局 道路部調整課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 遠方監視装置回線インターネット接続使用料（光回線）の支出について（令和２年５月使用分）
26,730

建設局 道路部調整課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 役務費　通信運搬費 状態監視装置用光回線使用料の支出について（令和２年５月使用分　橋梁費）
43,307

建設局 道路部調整課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（橋梁費）の支出について（令和２年５月使用分）
117,249

建設局 道路部調整課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 役務費　通信運搬費 なみはや大橋情報板回線使用料の支出について（令和２年５月使用分）
19,503

建設局 道路部調整課 令和02年06月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（５月分）船場パーキング
518,948

建設局 道路部調整課 令和02年06月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（５月分）中央区役所駐車場
143,457

建設局 道路部調整課 令和02年06月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（５月分）生野区役所駐車場
273

建設局 道路部調整課 令和02年06月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（５月分）長堀駐車場等
6,557,561

建設局 道路部調整課 令和02年06月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（５月分）桜橋駐車場
777,953

建設局 道路部調整課 令和02年06月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（５月分）十三駐車場等
1,086,541

建設局 道路部調整課 令和02年06月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（５月分）扇町通地下駐車場等
10,848,401

建設局 道路部調整課 令和02年06月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（５月分）大阪駅前第1ビル地下駐車場等
1,244,397

建設局 道路部調整課 令和02年06月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（５月分）出入橋駐車場
51,455

建設局 道路部調整課 令和02年06月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 公課費　公課費 駐車場事業会計にかかる平成31年度課税期間分の消費税及び地方消費税の中間納付について　第9回目分
11,240,600
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建設局 道路課 令和02年06月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 国道４２３号（新御堂筋）舗装補修工事の工事費精算金の支出について
23,751,500

建設局 道路課 令和02年06月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 大阪環状線（今里筋）舗装補修その他工事の工事費前払金の支出について
64,240,000

建設局 道路課 令和02年06月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（令和２年４月分・道路課）
21,455

建設局 道路課 令和02年06月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 令和２年度　市内一円舗装補修に伴う設計業務委託-2の委託料前払金の支出について
3,240,000

建設局 道路課 令和02年06月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 令和２年度　市内一円舗装補修に伴う設計業務委託-1の委託料前払金の支出について
3,760,000

建設局 道路課 令和02年06月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 新大阪駅南歩道橋高欄改良工事に係る工事費精算金の支出について
47,516,100

建設局 道路課 令和02年06月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　備品修繕料 建設局庁内情報利用パソコン修繕経費の支出について
231,607

建設局 道路課 令和02年06月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 海老江東歩道橋撤去工事に係る工事費精算金の支出について
11,089,400

建設局 道路課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（令和２年５月分・道路課）
15,945

建設局 道路課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 御堂筋共同溝の監視業務に関する受託契約書（令和２年度）第１回概算金の支出について
4,616,150

建設局 橋梁課 令和02年06月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 旅費　普通旅費 橋梁事業用市内等出張交通費の支出について（令和２年４月分・橋梁課）
6,500

建設局 橋梁課 令和02年06月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 旅費　普通旅費 橋梁事業用市内等出張交通費の支出について（令和２年４月分・橋梁課）
450

建設局 橋梁課 令和02年06月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 平林４号橋外１橋補修工事の工事費精算金の支出について
14,453,800

建設局 橋梁課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 委託料　委託料 令和元年度　橋梁改良補修設計業務委託－３の委託料精算金の支出について
20,900,000

建設局 橋梁課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 令和元年度　北部方面管内橋梁補修工事【道路費】の工事費前払金の支出について
14,200,000

建設局 橋梁課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 令和元年度　東部方面管内橋梁補修工事【道路費】の工事費前払金の支出について
7,790,000

建設局 橋梁課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 令和元年度　南部方面管内橋梁補修工事【道路費】の工事費前払金の支出について
4,950,000

建設局 橋梁課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 旅費　普通旅費 橋梁事業用市内等出張交通費の支出について（令和２年５月分・橋梁課）
6,080

建設局 橋梁課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 工事請負費　改修工事費 令和元年度　北部方面管内橋梁補修工事【橋梁費】の工事費前払金の支出について
21,520,000

建設局 橋梁課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 工事請負費　改修工事費 令和元年度　東部方面管内橋梁補修工事【橋梁費】の工事費前払金の支出について
19,050,000

建設局 橋梁課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 工事請負費　改修工事費 令和元年度　南部方面管内橋梁補修工事【橋梁費】の工事費前払金の支出について
18,450,000

建設局 橋梁課 令和02年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 委託料　委託料 令和元年度　橋梁改良補修設計業務委託－１の委託料精算金の支出について
17,850,000

建設局 橋梁課 令和02年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 委託料　委託料 令和元年度　橋梁改良補修設計業務委託－５の工事費精算金の支出について
11,712,150

建設局 橋梁課 令和02年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 令和元年度　橋梁改良補修設計業務委託－５の工事費精算金の支出について
14,137,850

建設局 橋梁課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 令和元年度　臨港方面管内橋梁補修工事の工事費前払金の支出について
18,990,000

建設局 橋梁課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 新木津川大橋耐震対策工事－３の工事費中間前払金の支出について
20,790,000

建設局 橋梁課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 委託料　委託料 東海道本線塚本・尼崎間加島大橋排水樋修繕の2020年度協定にかかる概算金の支出について
67,000,000

建設局 橋梁課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 委託料　委託料 令和元年度　橋梁改良補修設計業務委託－２の工事費精算金の支出について
17,850,000

建設局 橋梁課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 鴫野橋詳細設計業務委託の委託料精算金の支出について
19,400,000

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 田島工営所　令和2年5月分電気料金の支出について
253,784

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 東部方面管理事務所　4月使用分電話等料金の支出について
120,971

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年06月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 中浜工営所　連絡調整用市内出張等交通費の支出について（令和２年４月分）
532

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年06月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 もと今福出張所　令和2年4月分電気料金の支出について
68,826

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年06月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 大雨洪水注意報発令による深夜出勤にかかるタクシー料金の立替払いの支出について
2,360

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年06月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
39,889

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年06月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
800

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年06月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 田島工営所にかかるガス料金の支出について（2020年5月分）
40,651

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年06月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（４月分）
15,870

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年06月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　新規工事費 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（４月分）
2,180

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 田島工営所にかかる水道料金の支出について（令和２年５月分）
200,651

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 田島工営所にかかる水道料金の支出について（令和２年５月分）
97,240

建設局
東部方面管理事務所管
理課

令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 東部方面管理事務所　5月使用分電話等料金の支出について
107,422

建設局 田島工営所 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年４月分）
11,629

建設局 田島工営所 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年４月分）
11,000

建設局 田島工営所 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年４月分）
2,750

建設局 田島工営所 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年４月分）
1,720

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和02年06月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　鶴見緑地公園事務所電話使用料の支出について（４月分）事務所用
50,258
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建設局 鶴見緑地公園事務所 令和02年06月09日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
39,330

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和02年06月09日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　手数料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
670

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和02年06月09日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
500

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和02年06月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　城北公園事務所電話使用料の支出について（４月分）事務所用
8,769

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和02年06月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費等の支出について（４月分）
3,170

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和02年06月19日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 桜之宮野球場にかかる電気（中部電力ミライズ）料金の支出について（５月分）
74,021

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和02年06月19日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北菖蒲園下水道使用料の支出について（５月分）
296,153

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和02年06月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北公園工業用水道使用料の支出について（５月分）
107,101

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　鶴見緑地公園事務所電話使用料の支出について（５月分）事務所用
38,766

建設局 真田山公園事務所 令和02年06月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園駐車場及び公園電気使用料の支出について（令和2年4月分）
70,803

建設局 真田山公園事務所 令和02年06月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　真田山公園事務所電話料金の支出について（令和2年4月分）
47,534

建設局 真田山公園事務所 令和02年06月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（4月分）
58,647

建設局 真田山公園事務所 令和02年06月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（4月分）
2,981

建設局 真田山公園事務所 令和02年06月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　手数料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（4月分）
670

建設局 真田山公園事務所 令和02年06月09日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について（４月分）
9,544

建設局 真田山公園事務所 令和02年06月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について（真田山公園野球場　令和2年5月分）
160,050

建設局 真田山公園事務所 令和02年06月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道使用料の支出について（令和2年5月分）
1,229

建設局 真田山公園事務所 令和02年06月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道使用料の支出について（令和2年5月分）
593

建設局 真田山公園事務所 令和02年06月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について（桃谷野球場　令和2年5月分）
76,624

建設局 真田山公園事務所 令和02年06月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　燃料費 公園管理用　巽公園ガス使用料の支出について（令和2年5月分）
2,239

建設局 真田山公園事務所 令和02年06月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
10,400

建設局 真田山公園事務所 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
8,137

建設局 真田山公園事務所 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園駐車場及び公園電気使用料の支出について（令和2年5月分）
61,994

建設局 真田山公園事務所 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　真田山公園事務所電話料金の支出について（令和2年5月分）
40,749

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年06月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　燃料費 プロパンガス（千本松渡船場ほか４か所）買入（単価契約）（４月分）にかかる経費の支出について
30,376

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年06月11日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
1,600

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年06月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
17,987

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年06月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
17,600

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年06月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　燃料費 船舶用燃料費の支出について（軽油　４月分　単価契約）
389,180

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年06月15日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 道頓堀川水門ほか１か所　電気料金の支出について（４月分）
640,377

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年06月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 令和２年４月　市内等出張交通費の支出について
330

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 市岡工営所　電気料金の支出について（５月分）
300,264

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 上之宮出張所　電気料金の支出について（５月分）
140,266

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
10,335

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,606

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,320

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（４月分）
1,240

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年06月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　燃料費 船舶用燃料費の支出について（軽油　５月分　単価契約）
362,340

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 施設管理用　インペラほか１６点買入にかかる経費の支出について
347,347

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　燃料費 プロパンガス（千本松渡船場ほか４か所）買入（単価契約）（５月分）にかかる経費の支出について
27,282

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年06月30日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 施設管理用　インペラほか１６点買入にかかる経費の支出について
70,290

建設局
西部方面管理事務所管
理課

令和02年06月30日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 道頓堀川水門ほか１か所　電気料金の支出について（５月分）
504,198

建設局 市岡工営所 令和02年06月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金の支出について（４月分）
54,364

建設局 河川・渡船管理事務所 令和02年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 船舶緊急連絡用携帯電話料金にかかる経費の支出について（５月分）
5,442

建設局 河川・渡船管理事務所 令和02年06月26日 一般会計 土木費 河川費 河川費 旅費　普通旅費 河川・渡船事業用市内出張交通費（令和２年５月分）にかかる経費の支出について
19,880

建設局 大阪城公園事務所 令和02年06月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　大阪城公園事務所水道使用料の支出について（令和２年４月使用分）
137,375

建設局 大阪城公園事務所 令和02年06月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について（靭公園【西園】令和２年４月分）
188,398
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建設局 大阪城公園事務所 令和02年06月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　大阪城公園事務所電話料金（令和２年４月分）の支出について
25,842

建設局 大阪城公園事務所 令和02年06月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　大阪城公園事務所「旧西部方面公園事務所」電話料金（令和２年４月分）の支出について
7,152

建設局 大阪城公園事務所 令和02年06月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
59,048

建設局 大阪城公園事務所 令和02年06月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
13,365

建設局 大阪城公園事務所 令和02年06月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　手数料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
670

建設局 大阪城公園事務所 令和02年06月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
1,500

建設局 大阪城公園事務所 令和02年06月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　大阪城公園事務所水道使用料の支出について（令和２年５月分）
132,492

建設局 大阪城公園事務所 令和02年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について(大阪城公園事務所　令和２年５月分)
80,729

建設局 大阪城公園事務所 令和02年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について(松島公園野球場　令和２年５月分)
105,156

建設局 大阪城公園事務所 令和02年06月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費（５月分）の支出について
860

建設局 大阪城公園事務所 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について（靭公園【西園】令和２年５月分）
159,521

建設局 八幡屋公園事務所 令和02年06月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　電話料金の支出について(令和２年４月分)八幡屋公園事務所
29,073

建設局 八幡屋公園事務所 令和02年06月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
40,676

建設局 八幡屋公園事務所 令和02年06月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　手数料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
1,644

建設局 八幡屋公園事務所 令和02年06月04日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金（小林公園野球場）の支出について（令和２年４月分）八幡公園事務所
90,340

建設局 八幡屋公園事務所 令和02年06月04日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金（千島公園）の支出について（令和２年４月分）八幡公園事務所
103,931

建設局 八幡屋公園事務所 令和02年06月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について（４月分）
4,320

建設局 八幡屋公園事務所 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　電話料金の支出について(令和２年５月分)八幡屋公園事務所
22,459

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年06月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　ミニパトロールカー（なにわ880あ2954）修繕（緊急）にかかる経費の支出について
31,487

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　旧南工営所水道代（令和２年５月分）の支出について
2,218

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
3,464

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
21,335

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　もと南工営所光熱水費の支出について（令和２年５月分電気料金）
58,113

建設局
南部方面管理事務所管
理課

令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
200

建設局 平野工営所 令和02年06月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
28,752

建設局 平野工営所 令和02年06月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
2,200

建設局 平野工営所 令和02年06月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
1,102

建設局 平野工営所 令和02年06月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
3,740

建設局 平野工営所 令和02年06月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
13,200

建設局 平野工営所 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費（令和２年５月分）の支出について
1,120

建設局 平野工営所 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
17,171

建設局 平野工営所 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,200

建設局 平野工営所 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,504

建設局 平野工営所 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,600

建設局 長居公園事務所 令和02年06月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（4月分）
1,480

建設局 長居公園事務所 令和02年06月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について(5月分)
360

建設局 長居公園事務所 令和02年06月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
9,220

建設局 長居公園事務所 令和02年06月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
26,510

建設局 長居公園事務所 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　浅香中央公園の電気使用料の支出について（令和2年5月分）
125,464

建設局
北部方面管理事務所管
理課

令和02年06月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　十三工営所電気料金（4月分）にかかる経費の支出について
186,499

建設局
北部方面管理事務所管
理課

令和02年06月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　野田工営所電気料金（4月分）にかかる経費の支出について
232,499

建設局 野田工営所 令和02年06月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
30,181

建設局 野田工営所 令和02年06月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
9,900

建設局 野田工営所 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
7,511

建設局 野田工営所 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,050

建設局 野田工営所 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,200

建設局 十三工営所 令和02年06月11日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
822
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建設局 十三工営所 令和02年06月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
10,962

建設局 十三工営所 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 道路調整用等市内出張交通費の支出について（４月分）
3,150

建設局 扇町公園事務所 令和02年06月09日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　正蓮寺川公園の水道使用料の支出について（５月分）
1,639

建設局 扇町公園事務所 令和02年06月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　南天満公園の電気使用料の支出について（４月分）
85,164

建設局 扇町公園事務所 令和02年06月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　福島浜緑道の電気使用料の支出について（４月分）
9,811

建設局 扇町公園事務所 令和02年06月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　福島浜緑道植木用電気使用料の支出について（４月分）
16,913

建設局 扇町公園事務所 令和02年06月12日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　豊崎中公園の水道使用料の支出について（５月分）
1,997

建設局 扇町公園事務所 令和02年06月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　正蓮寺川公園の公園灯及び雨水排水ポンプ設備の電気使用料の支出について（５月分）
18,944

建設局 扇町公園事務所 令和02年06月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　中之島公園（バラの小径）の水道使用料の支出について（５月分）
29,670

建設局 扇町公園事務所 令和02年06月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　中之島公園の水道使用料の支出について（５月分）
1,650

建設局 扇町公園事務所 令和02年06月19日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　扇町公園（高圧）の電気使用料の支出について（５月分）
142,367

建設局 扇町公園事務所 令和02年06月19日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　南天満公園の電気使用料の支出について（５月分）
638

建設局 扇町公園事務所 令和02年06月19日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　扇町公園事務所（高圧）の電気使用料の支出について（５月分）
80,394

建設局 扇町公園事務所 令和02年06月19日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　中之島公園（高圧）の電気使用料の支出について（５月分）
62,238

建設局 扇町公園事務所 令和02年06月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
32,966

建設局 扇町公園事務所 令和02年06月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,000

建設局 扇町公園事務所 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
1,060

建設局 十三公園事務所 令和02年06月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
39,800

建設局 十三公園事務所 令和02年06月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　矢倉緑地公園　上水使用料の支出について（4月分）
12,588

建設局 十三公園事務所 令和02年06月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について(５月分)
1,628

建設局 十三公園事務所 令和02年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　十三公園電気使用料の支出について（５月分）
120,338

建設局 十三公園事務所 令和02年06月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　矢倉緑地公園　上水使用料の支出について（５月分）
17,164

建設局 公園緑化部調整課 令和02年06月09日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について(４月分)
8,493

建設局 公園緑化部調整課 令和02年06月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について（４月分）
1,810

建設局 公園緑化部調整課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　庁内情報利用カラープリンタ一式長期借入（再リース）及び同経費の支出について（５月分）
13,574

建設局 公園緑化部調整課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公共施設の花飾り用　コリウスほか１０点買入にかかる支出について
162,800

建設局 公園緑化部調整課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園用　ＥＴＣ利用高速道路通行料（４月分）の支出について
460

建設局 公園緑化部調整課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園管理用　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入及び同経費の支出について（天王寺動物公園事務所ほか５カ所　５月分）
26,312

建設局 公園緑化部調整課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園管理用　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入及び同経費の支出について（長居公園事務所ほか１か所　５月分）
9,900

建設局 公園緑化部調整課 令和02年06月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について(５月分)
5,536

建設局 公園緑化部調整課 令和02年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
1,320

建設局 公園緑化部調整課 令和02年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園管理用　令和２年度扇町公園事務所管内一円公園一般廃棄物分別収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第１回）
1,047,402

建設局 公園緑化部調整課 令和02年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園管理用　令和２年度八幡屋公園事務所管内一円公園一般廃棄物分別収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第１回）
953,416

建設局 公園緑化部調整課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園緑化事務用　後納郵便料金の支出について（５月分）
118,976

建設局 公園課 令和02年06月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　西成公園防球柵改修その他工事の経費の精算払いについて
39,319,700

建設局 公園課 令和02年06月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　平尾公園防球柵改修その他工事の経費の支出について
93,640,800

建設局 公園課 令和02年06月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（４月分）
12,420

建設局 公園課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業費　市内出張交通費の支出について（５月分）
4,080

建設局 公園課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 負担金、補助及交付金　分担金 公園事業用　令和２年度建設発生土受入に関する業務の分担金の支出について（第１回目）
459,750

建設局 緑化課 令和02年06月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公共事業用　市内出張交通費の支出について（４月分）
18,030

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月02日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園・動物園管理用　天王寺動物園・慶沢園　出改札及び来園者案内等業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（第25回中間払い）
142,410

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月02日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園・動物園管理用　天王寺動物公園内警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（第24回中間払い）
1,200,250

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月02日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 公園・動物園管理用　天王寺動物公園内警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（第24回中間払い）
1,577,107

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月02日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 公園・動物園管理用　天王寺動物園・慶沢園　出改札及び来園者案内等業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（第25回中間払い）
1,695,597

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年4月分）
550

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月05日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年4月分）
75,184

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月05日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　リンゴほか18点上半期概算買入経費の支出について（4月分）
361,119
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建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月05日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 動物園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年4月分）
3,110

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月05日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 動物園管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける通信サービス料金（令和２年４月分）の支出について
5,225

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月05日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 動物園管理用　ひかり電話使用料（令和２年４月分）の支出について
37,650

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月08日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 動物園管理用　令和２年度天王寺動物園内臨床検査業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
133,815

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月12日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 旅費　普通旅費 動物園管理用　市内等出張交通費の支出について（４月分）
2,802

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月18日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　人工呼吸器および吸入麻酔器・気化器一式長期借入にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
39,420

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月18日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　動物用手術台長期借入にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
27,378

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月18日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　顕微鏡および顕微鏡デジタルカメラセット長期借入にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
23,868

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月18日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　診断用Ｘ線高電圧装置（天井走行式）長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
205,092

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月18日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　血液分析装置長期借入にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
64,800

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月18日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　超音波画像診断装置長期借入にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
63,072

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月18日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　動物用保育器長期借入にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
27,540

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月18日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 自動血球計数装置借入（再リース）にかかる経費の支出について（5月分）
2,519

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月18日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 超低温冷凍庫（ディープフリーザー）借入（再リース）にかかる経費の支出について（5月分）
2,365

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気（電力自由化分）料金（令和２年５月分）の支出について
202,946

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 動物園管理用　天王寺動物園の発電設備に係るアンシラリーサービス料金の支出について（令和２年５月分）
275

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　パンの耳ほか２点上半期概算買入経費の支出について（5月分）
15,787

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　鳥用ペレットほか12点上半期概算買入経費の支出について（5月分）
373,450

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　冷凍マウスほか５点上半期概算買入経費の支出について（5月分）
257,950

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　白菜ほか14点上半期概算買入経費の支出について（5月分）
1,500,345

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　キャットフードほか３点上半期概算買入経費の支出について（5月分）
16,016

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　ドジョウ上半期概算買入経費の支出について（5月分）
299,860

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　リーフイーター用ペレットほか３点上半期概算買入経費の支出について（5月分）
51,150

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　鉱塩ほか１点上半期概算買入経費の支出について（5月分）
12,804

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　鶏肉ほか４点上半期概算買入経費の支出について（5月分）
288,068

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　ミールワームほか４点上半期概算買入経費の支出について（5月分）
192,280

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　愛玩家禽用配合飼料ほか５点上半期概算買入経費の支出について（5月分）
72,858

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　干草チモシーほか３点上半期概算買入経費の支出について（5月分）
85,140

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　リンゴほか18点上半期概算買入経費の支出について（5月分）
318,857

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　アジほか２点上半期概算買入経費の支出について（5月分）
706,590

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　牛レバーほか６点上半期概算買入経費の支出について（5月分）
1,654,026

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月25日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　タブレット端末の調達及びデータ通信サービス契約にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
2,250

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月25日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 動物園管理用　天王寺動物園の井河水の使用水量に係る下水道使用料の支出について（令和２年５月分）
2,100,384

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月25日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 動物園管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける通信サービス料金（令和２年５月分）の支出について
5,225

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月25日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 動物園管理用　タブレット端末の調達及びデータ通信サービス契約にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
11,150

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月25日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 動物園管理用　大阪市天王寺動物園ホームページ更新等業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第１回中間払い）
17,380

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月26日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分）
25,940

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月26日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分）
7,165

建設局 天王寺動物公園事務所 令和02年06月26日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 動物園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分）
1,500

建設局 臨港方面事務所管理課 令和02年06月09日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
1,188

建設局 臨港方面事務所管理課 令和02年06月09日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
822

建設局 臨港方面事務所管理課 令和02年06月11日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 臨港方面管理用市内等出張交通費の支出について（令和２年４月分）
360

建設局 臨港方面事務所管理課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 臨港方面管理用ＥＴＣ利用高速道路通行料の経費の支出について（４月分）
1,470

建設局 臨港方面事務所管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 臨港方面管理用市内等出張交通費の支出について（令和２年５月分）
1,080

建設局 企画課 令和02年06月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 令和２年度　中之島公園周辺保安業務委託（中之島通西側工事用ゲート付近）の委託料中間金の支出について
492,800

建設局 企画課 令和02年06月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 打合せ等用市内出張交通費の支出について（４月分）
12,444

建設局 企画課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 国道２５号（御堂筋）道路空間再編工事の工事費前払金の支出について
195,360,000
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建設局 企画課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 打合せ等用市内出張交通費の支出について(５月分)
12,521

建設局 方面調整課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 放置自転車管理システム用回線使用料の支出について（４月分）
15,367

建設局 方面調整課 令和02年06月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 打合せ等用市内等出張交通費の支出について（４月分）
5,124

建設局 方面調整課 令和02年06月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 自転車保管所管理運営業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
23,230,704

建設局 方面調整課 令和02年06月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 なんば駅外１自転車駐車場舗装その他工事の経費の精算払いについて
732,200

建設局 方面調整課 令和02年06月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 なんば駅外１自転車駐車場舗装その他工事の経費の精算払いについて
4,071,800

建設局 方面調整課 令和02年06月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 自転車対策事務にかかる市内等出張交通費（近接地を含む）の支出について（４月分）
4,129

建設局 方面調整課 令和02年06月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　不動産賃借料 千本松大橋自転車保管所進入路用地賃借料の支出について
329,000

建設局 方面調整課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 放置自転車管理システム機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
397,210

建設局 方面調整課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 方面調整課（自転車施策担当）事務に係る市内等出張交通費の支出について（５月分）
13,645

建設局 方面調整課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 打合せ等用市内等出張交通費の支出について（５月分）
4,557

建設局 方面調整課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 自転車対策事務にかかる市内等出張交通費（近接地を含む）の支出について（５月分）
2,993

建設局 方面調整課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 赤川天王寺線（上町筋）自転車レーン設置工事の経費の精算払いについて
12,676,700

建設局 方面調整課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 赤川天王寺線（上町筋）自転車レーン設置工事（科目追加）の経費の精算払いについて
939,400

建設局 方面調整課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 自転車保管所管理運営業務委託における自転車等返還通知書用後納郵便料金の支払いについて（５月分）
49,203

建設局 方面調整課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 放置自転車管理システム用回線使用料の支出について（５月分）
15,367

建設局 方面調整課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 令和２年度放置自転車等運搬業務委託－１０にかかる経費の支出について（５月分）
814,000

建設局 方面調整課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 令和２年度放置自転車等運搬業務委託－１にかかる経費の支出について（５月分）
1,595,000

建設局 方面調整課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 令和２年度放置自転車等運搬業務委託－４にかかる経費の支出について（５月分）
495,000

建設局 方面調整課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 令和２年度放置自転車等運搬業務委託－８にかかる経費の支出について（５月分）
132,000

建設局 方面調整課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 令和２年度放置自転車等運搬業務委託－６にかかる経費の支出について（５月分）
1,078,000

建設局 方面調整課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 令和２年度放置自転車等運搬業務委託－９にかかる経費の支出について（５月分）
341,000

建設局 方面調整課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 令和２年度放置自転車等運搬業務委託－１１にかかる経費の支出について（５月分）
913,000

建設局 方面調整課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 令和２年度放置自転車等運搬業務委託－７にかかる経費の支出について（５月分）
220,000

建設局 方面調整課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 令和２年度放置自転車等運搬業務委託－３にかかる経費の支出について（５月分）
594,000

建設局 方面調整課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 令和２年度放置自転車等運搬業務委託－２にかかる経費の支出について（５月分）
781,000

建設局 方面調整課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 令和２年度放置自転車等運搬業務委託－５にかかる経費の支出について（５月分）
286,000

建設局 工務課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（令和2年4月分－２）の支出について
6,825

建設局 工務課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用専用回線料金の支出について(４月分)
67,411

建設局 工務課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 タブレット端末用クラウドサービス料金の支出について（4月分）
1,980

建設局 工務課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（令和2年4月分－２）の支出について
1,365

建設局 工務課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（令和2年4月分－２）の支出について
2,730

建設局 工務課 令和02年06月03日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 委託料　委託料 令和２年度道路公園付属設備等設計業務委託の前払金の支出について
6,960,000

建設局 工務課 令和02年06月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 だいどう豊里駅外２防犯カメラ設備等補修工事の工事精算金の支出について
2,753,200

建設局 工務課 令和02年06月15日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 モバイル端末用クラウドサービス料金の支出について（４月分）
32,670

建設局 工務課 令和02年06月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 タブレット端末用データ通信回線料金の支出について（４月分）
16,280

建設局 工務課 令和02年06月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供回線使用料(４月分)の支出について
81,813

建設局 工務課 令和02年06月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 モバイル端末用クラウドサービス料金の支出について（４月分）
31,680

建設局 工務課 令和02年06月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供回線使用料(公園事務所分)の支出について(４月分)
36,575

建設局 工務課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　なにわ８００さ４０５９号車・定期点検整備（継続検査）および定期自主検査整備経費の支出について
88,451

建設局 工務課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（南部方面管内）長期借入の経費の支出について（令和2年度5月分）
832,810

建設局 工務課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内外１で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（令和2年度5月分）
118,470

建設局 工務課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 LED道路照明灯（海老江工営所管内）一式長期借入の経費の支出について（令和2年度5月分
973,500

建設局 工務課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（中浜工営所管内）一式　長期借入の経費の支出について（令和2年度5月分
819,500

建設局 工務課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入経費の支出について（令和2年度5月分）
238,554

建設局 工務課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（十三工営所管内）一式　長期借入の経費の支出について（令和2年度5月分）
693,000

建設局 工務課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（東部方面管内）長期借入の経費の支出について（令和2年度5月分）
633,930
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建設局 工務課 令和02年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（４月分）の支出について
13,616

建設局 工務課 令和02年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（津守工営所管内）一式　長期借入の年経費の支出について（令和2年度5月分）
740,108

建設局 工務課 令和02年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（平野工営所管内）一式　長期借入の経費の支出について（令和2年度5月分）
769,894

建設局 工務課 令和02年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（田島工営所管内）一式　長期借入の経費の支出について（令和2年度5月分）
516,516

建設局 工務課 令和02年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（北部方面管内）長期借入の経費の支出について（令和2年度5月分）
1,709,290

建設局 工務課 令和02年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（西部方面管内）長期借入の経費の支出について（令和2年度5月分）
1,007,715

建設局 工務課 令和02年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（市岡工営所管内）一式　長期借入の経費の支出について（令和2年5月分）
726,937

建設局 工務課 令和02年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（住之江工営所管内）一式長期借入の経費の支出について（令和2年度5月分）
347,996

建設局 工務課 令和02年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（４月分）の支出について
1,169

建設局 工務課 令和02年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 令和２年度桜之宮公園野球場外９ナイター設備点検業務委託の精算金の支出について
733,700

建設局 工務課 令和02年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 令和２年度松島公園野球場外８ナイター設備点検業務委託の精算金の支出について
653,400

建設局 工務課 令和02年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ公園照明灯(市内一円公園)長期借入の経費の支出について（令和2年度5月分）
1,724,560

建設局 工務課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器（2017年度）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
165,203

建設局 工務課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器（2017年度）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
165,201

建設局 工務課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器（2017年度）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
55,067

建設局 工務課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器（2017年度）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
55,067

建設局 工務課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器（2017年度）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
55,067

建設局 工務課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 東部方面管内道路照明灯等道路公園付属設備補修工事－２の工事前払金の支出について
34,840,000

建設局 工務課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽四バン（なにわ４８０せ４２２）修繕（緊急）経費の支出について
82,610

建設局 工務課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）（２）一式長期借入経費の支出について（５月分）
266,537

建設局 工務課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入経費の支出について（５月分）
49,819

建設局 工務課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入経費の支出について（５月分）
10,974

建設局 工務課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入の支出について（５月分）
22,161

建設局 工務課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入(再リース)経費の支出について(5月分)
12,234

建設局 工務課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入経費の支出について（５月分）
900,245

建設局 工務課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入経費の支出について（５月分）
81,265

建設局 工務課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 建設局モバイルパソコン長期借入経費の支出について（５月分）
11,943

建設局 工務課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 建設局情報ネットワーク機器等一式長期借入経費の支出について（５月分）
234,703

建設局 工務課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピュータ機器（2016年度）一式長期借入経費の支出について（５月分）
1,856,215

建設局 工務課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入経費の支出について（５月分）
7,317

建設局 工務課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入経費の支出について（５月分）
60,891

建設局 工務課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入の支出について（５月分）
1,042,226

建設局 工務課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入(再リース)経費の支出について(5月分)
639,678

建設局 工務課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）（２）一式長期借入経費の支出について（５月分）
659,232

建設局 工務課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入経費の支出について（５月分）
395,858

建設局 工務課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入経費の支出について（５月分）
196,248

建設局 工務課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピュータ機器（2016年度）一式長期借入経費の支出について（５月分）
445,492

建設局 工務課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 令和2年度次亜塩素酸ナトリウム概算買入にかかる経費の支出について（第２回分納）
12,936

建設局 工務課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽四ダンプ（なにわ４８０た２８９２）修繕（緊急）経費の支出について
84,150

建設局 工務課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピュータ機器（2016年度）一式長期借入経費の支出について（５月分）
296,995

建設局 工務課 令和02年06月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピュータ機器（2016年度）一式長期借入経費の支出について（５月分）
259,870

建設局 工務課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 タブレット端末等データ通信回線料金の支出について（５月分）
129,568

建設局 工務課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（５月分）の支出について
9,088

建設局 工務課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 タブレット端末等データ通信回線料金の支出について（５月分）
134,275

建設局 工務課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 タブレット端末用クラウドサービス料金の支出について（5月分）
1,980

建設局 工務課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（令和2年5月分）の支出について
6,825

建設局 工務課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用専用回線料金の支出について(５月分)
67,411
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建設局 工務課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 タブレット端末用データ通信回線料金の支出について（５月分）
16,280

建設局 工務課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　損害保険料 道路管理用　令和２年度道路賠償責任保険料の支出について
1,849,800

建設局 工務課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度建設発生土受入に関する業務の分担金の支出について（第１回目）
1,683,000

建設局 工務課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（令和2年5月分）の支出について
1,365

建設局 工務課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　損害保険料 道路管理用　令和２年度道路賠償責任保険料の支出について
2,520

建設局 工務課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（５月分）の支出について
3,629

建設局 工務課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（令和2年5月分）の支出について
2,730

建設局 河川課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 住吉川ポンプ場外１８か所状態監視装置インターネット回線使用料の支出について（４月分）
126,599

建設局 河川課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 太左衛門橋外６か所道頓堀川遊歩道・道頓堀川水門監視カメラ用専用線使用料の支出について（４月分）
49,698

建設局 河川課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 城北川水門遠方監視システム用専用線料金の支出について（４月分）
14,630

建設局 河川課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 河川費 河川費 委託料　委託料 住吉川水門外１耐震詳細設計業務委託-2の委託費前払金の支出について
6,400,000

建設局 河川課 令和02年06月04日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用通信料金の支出について（４月分）
5,463

建設局 河川課 令和02年06月08日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 加美巽川排水機場・住吉川ポンプ場電気料金の支出について（４月分）
201,627

建設局 河川課 令和02年06月10日 一般会計 土木費 河川費 河川費 旅費　普通旅費 河川事業用　市内及び近接地出張旅費の支出について（４月分）
4,672

建設局 河川課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 河川費 河川費 工事請負費　改修工事費 加美巽川護岸補修工事－１５の工事費精算金の支出について
9,567,800

建設局 河川課 令和02年06月23日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川水門・城北運河寝屋川口水門・東横堀川水門遠隔操作用専用線料金の支出について（５月分）
184,800

建設局 河川課 令和02年06月23日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川水門・東横堀川水門・加美巽川排水機場１階専用線料金の支出について（５月分）
98,560

建設局 河川課 令和02年06月23日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 河川水門遠方監視用専用線料金の支出について（５月分）
808,500

建設局 河川課 令和02年06月23日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用インターネット接続プロバイダ使用料の支出について（５月分）
1,738

建設局 河川課 令和02年06月24日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 加美巽川排水機場・住吉川ポンプ場電気料金の支出について（５月分）
188,088

建設局 河川課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 寝屋川分流水門用電話料金の支出について（５月分）
2,752

建設局 河川課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 城北寝屋川口水門管理棟放流警報装置用専用線料金の支出について（５月分）
152,820

建設局 河川課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川水門・東横堀川水門監視カメラ遠隔操作用専用線料金の支出について（５月分）
13,808

建設局 河川課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用通信料金の支出について（５月分）
5,463

建設局 河川課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 東横堀川水門監視システム用専用線料金の支出について（５月分）
11,884

建設局 河川課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 太左衛門橋外６か所道頓堀川遊歩道・道頓堀川水門監視カメラ用専用線使用料の支出について（５月分）
49,698

建設局 河川課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 住吉川ポンプ場外１８か所状態監視装置インターネット回線使用料の支出について（５月分）
126,599

建設局 河川課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 城北川水門遠方監視システム用専用線料金の支出について（５月分）
14,630

建設局 設計課 令和02年06月15日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 正蓮寺川利水工業用水導水施設のうち占用施設（堤防下部）の撤去工事等に関する令和２年度協定にかかる概算金の支出について（第１回目）
117,466,100

建設局 設計課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 大阪市道高速道路淀川左岸線（２期）建設事業にかかる工事受委託に関する令和２年度協定書（第１回変更）の締結にかかる経費の支出について（第１回中間払い）
357,780,740

建設局 建設課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 淀川左岸線（２期）事業用 市内等出張交通費の支出について（令和２年５月分・淀川左岸線２期建設事務所建設課）
820

建設局 建設課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　なにわ880あ47号車　自動車定期整備（中間点検）にかかる経費の支出について
12,760

建設局 建設課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　船車修繕料 なにわ880あ47号車自動車修繕にかかる経費の支出について
43,307

建設局 臨海地域事業調整担当 令和02年06月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 夢洲における博覧会関連事業の円滑な実施等に関する連絡会議及び幹事会の設置について説明にかかる管外出張旅費の支出について
29,544

建設局 臨海地域事業調整担当 令和02年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 第１回夢洲における博覧会関連の円滑な実施等に関する連絡会議及び同幹事会のリハーサル及び打合せにかかる管外出張旅費の支出について
58,752

建設局 臨海地域事業調整担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 第１回夢洲における博覧会関連の円滑な実施等に関する連絡会議及び同幹事会出席（事務局）にかかる管外出張旅費の支出について
59,552

港湾局 管財課 令和02年06月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　船車賃借料 管財課事務用　平成２７年度請第１３１２号業務用軽四輪貨物自動車長期借入(その２)にかかる経費の支出について（5月分）
21,560

港湾局 管財課 令和02年06月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 管財課事務用　平成29年度請第１３１３号業務用軽四輪貨物自動車長期借入（その１）にかかる経費の支出について（5月分）
19,140

港湾局 管財課 令和02年06月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 測量業務用　【管財ー１】電動ファン付作業服買入にかかる経費の支出について
218,790

港湾局 管財課 令和02年06月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 管財課業務用測量業務システム（用地整理）長期借入にかかる経費の支出について５月分
27,768

港湾局 管財課 令和02年06月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 管財課業務用測量業務システム（用地整理）長期借入にかかる経費の支出について５月分
76,732

港湾局 管財課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用電気料金にかかる経費の支出について（5月分）（管財－8）
7,926

港湾局 管財課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 業務用小型貨物自動車長期借入（その７）にかかる経費の支出について（５月分）
40,700

港湾局 管財課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 管財課事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（５月分）
7,898

港湾局 開発調整課 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張交通費（４月分）の支出について
180

港湾局 開発調整課 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張交通費（４月分）の支出について
320

港湾局 開発調整課 令和02年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　切手の買入にかかる経費の支出について
8,700
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港湾局 開発調整課 令和02年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 職員出張用　地下鉄回数券の買入にかかる経費の支出について
6,000

港湾局 開発調整課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張交通費（５月分）の支出について
420

港湾局 開発調整課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張交通費（５月分）の支出について
280

港湾局 計画課 令和02年06月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 港湾調査用　「週刊シッピングガゼット」（令和2年度分）の買入れに係る経費の支出について
13,200

港湾局 計画課 令和02年06月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 港湾調査用　港湾統計データ出力システムの運用保守業務委託　長期継続に係る経費（４月分）の支出について
72,600

港湾局 計画課 令和02年06月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 港湾調査用　港湾統計調査データ出力システム用機器長期借入使用料（５月分）の支出について
35,145

港湾局 計画課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　近接地及び市内出張交通費の支出について（令和２年４月）5-1
260

港湾局 計画課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　近接地及び市内出張交通費の支出について（令和２年５月）4-4
620

港湾局 計画課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　夢洲の整備協議等にかかる国土交通省等への出張旅費の支出について(2020/6/8）
29,380

港湾局 計画課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　夢洲の整備協議等にかかる国土交通省等への出張旅費の支出について(2020/6/8）
29,380

港湾局 計画課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　近接地及び市内出張交通費の支出について（令和２年４月～５月）4-1
1,080

港湾局 計画課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　近接地及び市内出張交通費の支出について（令和２年４月～５月）4-3
2,320

港湾局 計画課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　近接地及び市内出張交通費の支出について（令和２年４月）2-1
685

港湾局 計画課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　近接地及び市内出張交通費の支出について（令和２年４月）6-2
880

港湾局 計画課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　近接地及び市内出張交通費の支出について（令和２年５月）10-2
1,160

港湾局 計画課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　近接地及び市内出張交通費の支出について（令和２年４月）4-2
620

港湾局 計画課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　近接地及び市内出張交通費の支出について（令和２年５月）10-1
640

港湾局 計画課 令和02年06月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　印刷製本費 大阪市港湾審議会用　大阪港港湾計画書及び計画資料の印刷製本にかかる経費の支出について
21,560

港湾局 計画課 令和02年06月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 港湾調査用　港湾統計データ出力システムの運用保守業務委託　長期継続に係る経費（５月分）の支出について
72,600

港湾局 計画課 令和02年06月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 ＮＡＣＣＳ（港湾統計作成用データ授受機能）利用に係る経費（５月分）の支出について
48,070

港湾局 計画課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　夢洲の博覧会協議連絡会議参加にかかる東京への出張旅費の支出について(2020/6/12）
29,780

港湾局 計画課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　近接地及び市内出張交通費の支出について（令和２年４月～５月）6-1
1,600

港湾局 振興課 令和02年06月04日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（令和2年5月請求分　第3突堤トイレ）
302

港湾局 振興課 令和02年06月04日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（令和2年5月請求分　第3突堤トイレ）
506

港湾局 振興課 令和02年06月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 振興課業務用　各種書類送付用切手の買入にかかる経費の支出について
4,966

港湾局 振興課 令和02年06月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（令和２年６月請求分　南港南ふ頭・南港中ふ頭・南港コンテナふ頭トイレ）
2,214

港湾局 振興課 令和02年06月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（令和２年６月請求分　南港南ふ頭・南港中ふ頭・南港コンテナふ頭トイレ）
3,597

港湾局 振興課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　電気料金の支出について（令和2年６月請求分　港湾労働者用トイレ５か所分）
11,922

港湾局 振興課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　光熱水費 タクシー待機場維持管理用　電気料金の支出について（令和2年5月請求分）
6,042

港湾局 振興課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 警備業務委託用　令和2年度 ゲートオープン時間延長事業におけるコンテナ車両車列誘導に伴う警備業務委託に係る経費の支出について
33,000

港湾局 振興課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（令和２年６月請求分　大正第１突堤トイレ）
842

港湾局 振興課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（令和２年６月請求分　大正第１突堤トイレ）
504

港湾局 工務課 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 維持管理用　令和元年度　臨港道路施設（道路標識）点検調査等業務委託にかかる経費の支出について（完成払い）
8,866,000

港湾局 工務課 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 請第3716号　港湾業務情報システム用パソコン等機器一式 長期借入に係る経費の支出（4月分）について
273,900

港湾局 工務課 令和02年06月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 報償費　報償金 大阪市港湾局設計・施工技術連絡会議に伴う設計コンサルティング料金の支払について（大正区鶴町１丁目（E-11）堤防工事（その６））
56,685

港湾局 工務課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　港湾業務情報システムネットワーク回線使用料（4月分）の支出について
252,505

港湾局 工務課 令和02年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 請第3716号　港湾業務情報システム用パソコン等機器一式 長期借入に係る経費(5月分)の支出について
273,900

港湾局 工務課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 港湾局担当業務用ＥＴＣ利用高速道路通行料（４月分）の支出について
1,660

港湾局 保全監理課 令和02年06月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 (歩道橋工事用)令和元年度　請第7022号　港湾局所管歩道橋の耐震補強工事に伴う基本設計業務委託の完成金払いの支出について
29,172,000

港湾局 保全監理課 令和02年06月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 防潮堤の嵩上用　令和元年度　請第5355号　大阪港内堤防嵩上工事(その5)の設計変更にかかる完成金払いの支出について
31,445,000

港湾局 保全監理課 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 令和２年度　保全監理課自動車法定点検整備（その２）（港湾工事車両用）にかかる経費の支出について
92,004

港湾局 保全監理課 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　手数料 令和２年度　自賠責保険料、重量税および申請手数料にかかる経費の支出について（港湾工事車両用）
1,200

港湾局 保全監理課 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　損害保険料 令和２年度　自賠責保険料、重量税および申請手数料にかかる経費の支出について（港湾工事車両用）
21,550

港湾局 保全監理課 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 公課費　公課費 令和２年度　自賠責保険料、重量税および申請手数料にかかる経費の支出について（港湾工事車両用）
45,600

港湾局 保全監理課 令和02年06月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 （係留施設維持管理用）令和2年度　請第7021号　住之江区咲洲E岸壁(E-5,6,7)補修工事に伴う設計業務委託の前払金の支出について
1,200,000

港湾局 保全監理課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 (ペデストリアンデッキ改良用)令和元年度　請第7205号　歩道橋化粧板撤去及びその他工事　完成払いの経費の支出について
21,920,800

港湾局 保全監理課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　新規工事費 海岸堤防等耐震対策用 平成30年度 請第5616号 港区尻無川右岸(水門上流)堤防工事(その14)の完成払金の支出について（支出命令番号436との併合）
78,619,000
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港湾局 保全監理課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　新規工事費 海岸堤防等耐震対策用 平成30年度 請第5616号 港区尻無川右岸(水門上流)堤防工事(その14)の完成払金の支出について（支出命令番号435との併合）
23,540,000

港湾局 施設管理課 令和02年06月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 道路施設及び夢舞大橋の回線利用料（令和２年５月分）の支出について【臨港道路維持管理用】
13,673

港湾局 施設管理課 令和02年06月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 道路施設及び夢舞大橋の通信回線利用料（令和2年5月分）の支出について【臨港道路維持管理用】
12,320

港湾局 施設管理課 令和02年06月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 臨港道路管理用　道路管理システム用光ケーブル回線使用料（R2.4.1～R2.4.30）の支出について
4,191

港湾局 施設管理課 令和02年06月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度分 大阪港咲洲トンネル全日無料に伴う通行回数券払戻しに関する支出事務委託経費（6月分）の支出について トンネル維持管理用
50,000

港湾局 施設管理課 令和02年06月02日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 負担金、補助及交付金　分担金 令和2年度　施第9609号　此花大橋と大阪府道高速湾岸線の北港ポンプ設備等の管理に関する協定に基づく費用分担金の支出について(概算払1/2)　臨港道路維持管理用
300,000

港湾局 施設管理課 令和02年06月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　電力調達契約に係る電気料金（４月分）の支出について
58,022

港湾局 施設管理課 令和02年06月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 令和２年度　代行臨港道路（大阪港咲洲トンネル）管理運営業務にかかる経費の支出について（第１四半期）　トンネル維持管理用
64,515,000

港湾局 施設管理課 令和02年06月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 令和２年度 請第9608号　令和２年度夢咲トンネル維持管理業務委託の経費の支出について（第１四半期）　トンネル維持管理用
77,066,000

港湾局 施設管理課 令和02年06月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営工事施工用（直９００－１）　ホイールローダー部品の買入にかかる経費の支出について
96,800

港湾局 施設管理課 令和02年06月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　光熱水費 電力調達契約に係る電気料金（４月分）の支出について【夢舞大橋維持管理用】
354,548

港湾局 施設管理課 令和02年06月09日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　損害保険料 令和2年度　請第9606号　道路賠償責任保険の加入について
64,190

港湾局 施設管理課 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（臨時電灯）（５月分）の支出について
1,980

港湾局 施設管理課 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 施設管理課普通特種自動車追加修繕にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
60,060

港湾局 施設管理課 令和02年06月11日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 道路施設（その２）電気料金（令和2年5月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
1,059,082

港湾局 施設管理課 令和02年06月11日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 野鳥園臨港緑地用　電気代の支出について（５月分）
34,913

港湾局 施設管理課 令和02年06月11日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　コスモスクエア海浜緑地等電気料金（令和２年５月分）の支出について
514,228

港湾局 施設管理課 令和02年06月11日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　光熱水費 咲洲ペデストリアンデッキ電気料金（令和2年5月請求分）の支出について【ペデストリアンデッキ・歩道橋等維持管理用】
675,027

港湾局 施設管理課 令和02年06月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（５月分）の支出について
769,411

港湾局 施設管理課 令和02年06月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 [直営工事施工用]全天候型常温舗装材の買入にかかる経費の支出について
237,600

港湾局 施設管理課 令和02年06月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 [直営工事施工用]電動ファン付き作業服ほか6点の買入にかかる経費の支出について
301,862

港湾局 施設管理課 令和02年06月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　光熱水費 事務所等管理用　ＬＰガス使用料の支出について（令和２年５月分）
85,767

港湾局 施設管理課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 請第９６３３号　道路管理システム用パソコン等機器一式長期借入の支出について（令和２年５月分）
5,720

港湾局 施設管理課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第９６１８号　軽貨物自動車長期継続借入（その２）に係る経費の支出について（5月分）臨港道路維持管理用
48,730

港湾局 施設管理課 令和02年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 直営工事施工用　軽油の買入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
24,899

港湾局 施設管理課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（５月分）の支出について
978,279

港湾局 施設管理課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（５月分）の支出について
11,220

港湾局 施設管理課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 道路施設上下水道料金（令和２年５月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
605

港湾局 施設管理課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（５月分）の支出について
6,549

港湾局 施設管理課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（５月分）の支出について
112,777

港湾局 施設管理課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道等下水道料金（５月分）の支出について
54,219

港湾局 施設管理課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 道路施設上下水道料金（令和２年５月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
1,969

港湾局 施設管理課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 道路施設（その１）電気料金（令和２年５月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
6,866,606

港湾局 施設管理課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　光熱水費 電力調達契約に係る電気料金（５月分）の支出について【夢舞大橋維持管理用】
350,328

港湾局 施設管理課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・新夕陽ケ丘、在来緑地等電気料金（５月分）の支出について
804,882

港湾局 施設管理課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・新夕陽ケ丘、在来緑地等電気料金（５月分）の支出について
44,569

港湾局 施設管理課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 緑地維持管理用　タブレット端末使用料にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
3,962

港湾局 施設管理課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　手数料 緑地管理用　収入印紙の買入にかかる経費の支出について
1,500

港湾局 施設管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 道路施設及び夢舞大橋の通信回線利用料（令和2年6月分）の支出について【臨港道路維持管理用】
12,320

港湾局 施設管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 道路施設及び夢舞大橋の回線利用料（令和２年６月分）の支出について【臨港道路維持管理用】
13,673

港湾局 施設管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　船車賃借料 緑地維持管理用　請６３１６号　港湾局緑地管理用　職員輸送車　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
38,830

港湾局 施設管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 臨港道路管理用　道路管理システム用光ケーブル回線使用料（R2.5.1～R2.5.31）の支出について
4,191

港湾局 施設管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　損害保険料 緑地維持管理用　軽貨物自動車故障修繕にかかる経費の支出について
82,621

港湾局 施設管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 請６３１７号　港湾局緑地管理用　軽貨物自動車長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
78,100

港湾局 海務課 令和02年06月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（令和2年4月分）の支出について　管－４
4,445

港湾局 海務課 令和02年06月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用（高圧）電気料金（令和2年4月分）の支出について
56,550

港湾局 海務課 令和02年06月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（令和2年4月分）の支出について　管－５
383
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港湾局 海務課 令和02年06月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 防災施設維持管理用　防災施設専用通信回線料の支出について（令和２年４月分）
14,586

港湾局 海務課 令和02年06月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 埠頭現場連絡用　携帯電話使用料の支出について（令和2年4月分）
63

港湾局 海務課 令和02年06月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 航行安全対策用　専用回線使用料の支出について（令和2年4月分）
21,042

港湾局 海務課 令和02年06月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 給水事業・総務課施設管理用等　電気使用料の支出について（令和2年4月分）
2,170

港湾局 海務課 令和02年06月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 給水事業・総務課施設管理用等　電気使用料の支出について（令和2年4月分）
28,554

港湾局 海務課 令和02年06月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営業務用　令和元年度　海務課（海上保全）軽貨物自動車長期借入（令和２年4月分）（単価契約）の経費の支出について
19,440

港湾局 海務課 令和02年06月09日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 施設管理業務用　常吉ポンプ場電気料金（令和2年4月分）の支出について
31,474

港湾局 海務課 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（4月分）（単価契約）買い入れにかかる経費の支出について
32,208

港湾局 海務課 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（4月分）（単価契約）買い入れにかかる経費の支出について
19,459

港湾局 海務課 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（4月分）（単価契約）買い入れにかかる経費の支出について
119,438

港湾局 海務課 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（4月分）（単価契約）買い入れにかかる経費の支出について
4,697

港湾局 海務課 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（4月分）（単価契約）買い入れにかかる経費の支出について
21,472

港湾局 海務課 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（4月分）（単価契約）買い入れにかかる経費の支出について
69,784

港湾局 海務課 令和02年06月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（令和2年5月分）の支出について　管－１
24,528

港湾局 海務課 令和02年06月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（令和2年5月分）の支出について　管－６
4,756

港湾局 海務課 令和02年06月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　船舶動静・使用料管理・運航調整システムネットワーク回線使用料の支出について（令和２年４月分）
146,690

港湾局 海務課 令和02年06月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　大阪市公開系システム用通信サービス提供　長期継続にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
23,650

港湾局 海務課 令和02年06月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　令和2年度海務課（防災保安）自動車タイヤ修繕（単価契約）にかかる経費の支出について（令和2年4月分）
1,980

港湾局 海務課 令和02年06月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 直営業務用　令和２年度 海務課(海上保全)建設機械法定点検整備(５月分)の実施にかかる経費の支出について
14,300

港湾局 海務課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 旅費　普通旅費 施設管理業務用　市内出張等交通費の支出について（令和2年4月分）
1,780

港湾局 海務課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 渡船事業用　プロパンガス使用料の支出について（５月分）
5,616

港湾局 海務課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎における府有財産貸付契約（44階事務室）にかかる経費の支出について（令和2年7月分）
171,663

港湾局 海務課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎における府有財産施設設置契約にかかる経費の支出について（令和2年7月分）
187,660

港湾局 海務課 令和02年06月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 防災施設管理用　大阪港防潮扉集中監視装置用インターネット回線料の支出について（令和2年4月分）
34,540

港湾局 海務課 令和02年06月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 施設管理用　請第９３０３号　令和２年度鶴町基地警備業務委託(５月分)の実施にかかる経費の支出について
700,356

港湾局 海務課 令和02年06月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 保安対策用　請第９６９２号　大阪港ポートセキュリティカード発行機継続借入にかかる経費の支出について（５月分）
9,734

港湾局 海務課 令和02年06月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営業務用　令和元年度　海務課（海上保全）軽貨物自動車長期借入（令和２年５月分）の経費の支出について
19,440

港湾局 海務課 令和02年06月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 防災施設管理用　大阪港防潮扉集中監視装置用ＭＣＡ無線利用料の支出について（令和2年6月分）
302,500

港湾局 海務課 令和02年06月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 直営業務用　水深選択ソフト用パソコン等機器一式長期借入（その２）（５月分）の実施及び同経費の支出について
18,590

港湾局 海務課 令和02年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（令和2年5月分）の支出について　（三十間堀川水中ポンプ）
7,007

港湾局 海務課 令和02年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（令和2年5月分）の支出について　管－２
3,121

港湾局 海務課 令和02年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機器等一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
265,848

港湾局 海務課 令和02年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機器等一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
27,984

港湾局 海務課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 天保山船客上屋維持管理用　天保山船客上屋水道使用料の支出について（令和２年５月分）
1,045

港湾局 海務課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用　水道料金（令和2年5月分）の支出について
8,120

港湾局 海務課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 天保山船客上屋維持管理用　天保山船客上屋水道使用料の支出について（令和２年５月分）
605

港湾局 海務課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 （給水事業用、渡船事業用）水道使用料の支出について（５月）
6,085

港湾局 海務課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用　水道料金（令和2年5月分）の支出について
14,256

港湾局 海務課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 航行安全対策用　令和２年度大阪港船舶安全支援業務委託にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
2,119,022

港湾局 海務課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 航行安全対策用　令和２年度大阪港船舶安全支援業務委託にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
3,203,586

港湾局 海務課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 給水事業用　南港Ｌ岸壁及び天保山岸壁船舶給水業務委託料（５月分）の支出について
15,243

港湾局 海務課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 原材料費　船舶給水料 （給水事業用、渡船事業用）水道使用料の支出について（５月）
747,850

港湾局 海務課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 航行安全対策用　令和２年度大阪港船舶安全支援業務委託にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
10,840,792

港湾局 海務課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（令和2年5月分）の支出について　管－３
10,504

港湾局 海務課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 天保山船客上屋維持管理用　天保山船客上屋電気使用料の支出について（令和２年５月分）
289,394

港湾局 海務課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 災害対策用　ドローン通信回線使用料（Wi-Fi）の支出について（令和2年度5月分）
2,310

港湾局 海務課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 港内清掃事業用　令和２年度大阪港内水域発生一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
289,278
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港湾局 海務課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 港内清掃事業用　令和２年度大阪港内清掃作業業務委託にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
1,007,416

港湾局 海務課 令和02年06月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営業務用　船舶用エンジンオイルほか３点買入にかかる経費の支出について
49,225

港湾局 海務課 令和02年06月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 負担金、補助及交付金　負担金 防災施設管理用　電波利用料の支出について（こうわんかんり・こうわんいどう１０１・こうわんいどう１２３分）
22,700

港湾局 海務課 令和02年06月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　船舶用エンジンオイルほか３点買入にかかる経費の支出について
290,400

港湾局 海務課 令和02年06月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 施設管理用　請第１８００号　令和２年度第二突堤基地警備業務委託の実施にかかる経費の支出について（５月分）
595,609

港湾局 海務課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 旅費　普通旅費 施設管理業務用　市内出張等交通費の支出について（令和2年5月分）
460

港湾局 海務課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 使用料請求用郵便料金(後納）の支出について(令和2年5月分）
390

港湾局 海務課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 防災施設維持管理用　防災施設専用通信回線料の支出について（令和２年5月分）
14,586

港湾局 海務課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 埠頭現場連絡用　携帯電話使用料の支出について（令和2年5月分）
60

港湾局 海務課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　手数料 給水事業用　水質試験料（真清水丸）にかかる経費の支出について（令和2年5月実施分）
29,095

港湾局 海務課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 護岸維持管理用 令和２年度南港魚つり園護岸および大和川北防波堤（もと大阪南港魚つり園）トレーラーハウス借入にかかる経費の支出について（5月分）
101,447

港湾局 海務課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 護岸維持管理用 令和２年度南港魚つり園護岸および大和川北防波堤（もと大阪南港魚つり園）トレーラーハウス借入にかかる経費の支出について（4月分）
101,447

港湾局 海務課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　船車賃借料 「埠頭担当業務用軽貨物自動車長期借入（その2）」の経費の支出について
600

港湾局 海務課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　船車賃借料 立会業務用　海務担当軽貨物自動車長期借入にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
22,880

港湾局 海務課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 負担金、補助及交付金　負担金 給水事業及び巡視業務用　電波利用料の支出について(陸上移動局２局)
400

港湾局 海務課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 負担金、補助及交付金　負担金 給水事業及び巡視業務用　電波利用料の支出について(陸上移動局２局)
400

港湾局 海務課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 負担金、補助及交付金　負担金 立会業務用　電波利用料の支出について（船上通信局６局）
2,400

港湾局 海務課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 港湾事業一般管理用　市内出張交通費の支出について（令和2年5月分）
5,184

港湾局 海務課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　光熱水費 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎51階機器室電気料金（令和2年4月分）の支出について
12,960

港湾局 海務課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 港湾事業一般管理用　切手および地下鉄回数カード買入にかかる経費の支出について
11,000

港湾局 海務課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 港湾事業一般管理用　後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
23,302

港湾局 海務課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 航行安全対策用　専用回線使用料の支出について（令和2年5月分）
21,042

港湾局 海務課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 保安対策用　請第9681号　平成31年度　港区・此花区・大正区重要国際埠頭施設警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（令和２年度・５月分）
9,831,250

港湾局 海務課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 保安対策用　請第9680号　平成31年度　住之江区咲洲域内重要国際埠頭施設警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出にについて（令和２年度・５月分）
12,040,600

港湾局 海務課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 負担金、補助及交付金　負担金 直営業務用　電波利用料の支出について（近畿総合通信局払い、１／４回分支出）
13,100

港湾局 設備課 令和02年06月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　小型船舶用自動拡散粉末消火器買入にかかる経費の支出について
59,400

港湾局 設備課 令和02年06月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　小型船舶用自動拡散粉末消火器買入にかかる経費の支出について
79,200

港湾局 設備課 令和02年06月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　小型船舶用自動拡散粉末消火器買入にかかる経費の支出について
59,400

港湾局 設備課 令和02年06月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　蛍光水銀ランプ買入にかかる経費の支出について
289,520

港湾局 設備課 令和02年06月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　小型船舶用自動拡散粉末消火器買入にかかる経費の支出について
158,400

港湾局 設備課 令和02年06月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 (47C-9)機械担当業務用　地下鉄回数カード買入にかかる経費の支出について
15,000

港湾局 設備課 令和02年06月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 負担金、補助及交付金　会費 (47C-8)機械担当業務用　消防設備士講習受講にかかる経費の支出について
7,000

港湾局 設備課 令和02年06月09日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 原材料費　工事材料費 直営施工用　平鋼ほか１１点買入にかかる経費の支出について
12,837

港湾局 設備課 令和02年06月09日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 原材料費　工事材料費 直営施工用　平鋼ほか１１点買入にかかる経費の支出について
177,628

港湾局 設備課 令和02年06月09日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 原材料費　工事材料費 直営施工用　平鋼ほか１１点買入にかかる経費の支出について
81,180

港湾局 設備課 令和02年06月11日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 (47C-7)機械担当業務用　切手買入にかかる経費の支出について
4,640

港湾局 設備課 令和02年06月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 (47C-13)機械担当業務用　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習受講料にかかる経費の支出について
1,880

港湾局 設備課 令和02年06月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 負担金、補助及交付金　会費 (47C-13)機械担当業務用　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習受講料にかかる経費の支出について
16,120

港湾局 設備課 令和02年06月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 (47B-1)直営施工用　工業用ガス（４月分）買入にかかる経費の支出について
23,418

港湾局 設備課 令和02年06月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 (47B-1)直営施工用　工業用ガス（４月分）買入にかかる経費の支出について
35,127

港湾局 設備課 令和02年06月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 (47C-11)機械担当業務用　特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習受講料にかかる経費の支出について
1,980

港湾局 設備課 令和02年06月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 負担金、補助及交付金　会費 (47C-11)機械担当業務用　特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習受講料にかかる経費の支出について
12,100

港湾局 設備課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 (47C-10)機械担当業務用　玉掛け技能、クレーン運転業務特別教育併合講習受講料にかかる経費の支出について
3,355

港湾局 設備課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　手数料 ４７Ｃ－１２　船舶検査手数料にかかる経費の支出について
49,900

港湾局 設備課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 負担金、補助及交付金　会費 (47C-10)機械担当業務用　玉掛け技能、クレーン運転業務特別教育併合講習受講料にかかる経費の支出について
27,000

港湾局 設備課 令和02年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　船車修繕料 自動車維持管理用　普通貨物自動車(100す3093)故障修繕にかかる経費の支出について
76,835

港湾局 設備課 令和02年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 (47A-3)職員出張用　近接地等出張交通経費（4月分）の支出について
3,010
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港湾局 設備課 令和02年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　バッテリー買入にかかる経費の支出について
280,500

港湾局 設備課 令和02年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 (直営電気-1)セラミックメタルハライドランプの買入にかかる経費の支出について　直営工事用
127,380

港湾局 設備課 令和02年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 プロパンガス(港湾局)買入(単価契約)にかかる経費の支出について(単価契約5月分　鶴町電気事務所管理用)
7,568

港湾局 設備課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 部分払(第1回）庁舎管理用　請第３０００号　鶴町基地内事務所清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（4月・5月分)
504,180

港湾局 設備課 令和02年06月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　手数料 （会設電ー１）運転記録証明書発行にかかる経費の支出について　設備課（電気）業務用
822

港湾局 総務課 令和02年06月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（4月利用分・ＮＴＴコミュニケーションズ）庁舎維持管理用
15,142

港湾局 総務課 令和02年06月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（4月利用分・ATC庁舎）庁舎維持管理用
97,558

港湾局 総務課 令和02年06月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（4月利用分・臨港方面管理事務所）庁舎維持管理用
51,788

港湾局 総務課 令和02年06月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（4月利用分・鶴町電機事務所ほか）庁舎維持管理用
17,477

港湾局 総務課 令和02年06月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（4月利用分・2突事務所ほか）庁舎維持管理用
82,316

港湾局 総務課 令和02年06月02日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 庁内情報システム用プリンタートナー買入（概算契約）にかかる経費の支出について（令和2年５月納品分）
111,650

港湾局 総務課 令和02年06月02日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　回線使用料等の支出について（令和2年4月分）
24,809

港湾局 総務課 令和02年06月02日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　令和2年度ATC庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（令和2年4月分）
24,570

港湾局 総務課 令和02年06月04日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 職員事務用　静電複写機長期借入にかかるコピー代金の支出について（4月分）
86,668

港湾局 総務課 令和02年06月04日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 職員事務用　カラーデジタル複合機長期借入にかかるコピー代金（4月分）
16,755

港湾局 総務課 令和02年06月04日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（5月請求分　2突事務所）
67,634

港湾局 総務課 令和02年06月04日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（5月請求分　2突事務所）
32,985

港湾局 総務課 令和02年06月08日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　損害保険料 庁舎維持管理用　令和２年度もと咲洲緑地管理事務所に係る建物総合損害共済基金分担金の支出について
1,965

港湾局 総務課 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 （職員出張用）近接地及び市内出張旅費の支出について（令和２年４月分）
2,420

港湾局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（5月請求分　鶴町事務所他2件分）
115,127

港湾局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（5月請求分　鶴町事務所他2件分）
235,548

港湾局 総務課 令和02年06月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（5月請求分）庁舎維持管理用
147,707

港湾局 総務課 令和02年06月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（令和2年6月請求分　臨港方面管理事務所）
24,466

港湾局 総務課 令和02年06月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（令和2年6月請求分　臨港方面管理事務所）
47,655

港湾局 総務課 令和02年06月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 事務用書類送付用　切手買入にかかる経費の支出について
6,840

港湾局 総務課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　令和2年度ATC庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
32,761

港湾局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　令和２年度　電話機リースにかかる経費の支出について（海上保全事務所　令和2年6月分）
16,034

港湾局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　令和２年度　電話機リースにかかる経費の支出について（臨港方面管理事務所　令和2年6月分）
21,934

港湾局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　令和２年度　電話機リースにかかる経費の支出について（機械事務所　令和2年6月分）
19,288

港湾局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和2年度　港湾局ＡＴＣ庁舎にかかる賃料および共益費の支出について（令和2年7月分）
205,026

港湾局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（令和2年5月分）
706,416

港湾局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（令和2年5月分）
242,169

港湾局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　令和2年度　ATC駐車場使用料の支出について（令和2年7月分）
229,210

港湾局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 令和2年度　港湾局ＡＴＣ庁舎にかかる賃料および共益費の支出について（令和2年7月分）
16,142,645

港湾局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（5月利用分・ソフトバンク）庁舎維持管理用
22,353

港湾局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 職員事務用　カラーデジタル複合機長期借入にかかるコピー代金（5月分）
11,653

港湾局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 職員事務用　静電複写機長期借入にかかるコピー代金の支出について（5月分）
35,443

港湾局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 庁舎維持管理用　プロパンガス（臨港方面管理事務所）買入（単価契約）にかかる経費の支出について（5月分）
83,721

港湾局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（常吉ケーソンヤードほか・5月分）庁舎維持管理用
321,093

港湾局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（鶴町・２突事務所　5月分）庁舎維持管理用
585,560

港湾局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　回線使用料等の支出について（令和2年5月分）
24,809

港湾局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 職員事務用　令和元年度　ファクシミリ（港湾局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
41,426

港湾局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　令和元年度 庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入の支出について（令和2年5月分）
1,399,311

港湾局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
84,447

港湾局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
5,060

港湾局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
9,059

港湾局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 （職員出張用）近接地及び市内出張旅費の支出について（令和２年５月分）
1,245
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港湾局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 安全衛生用　ポスターの購入にかかる経費の支出について
700

港湾局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（5月利用分・ATC庁舎）庁舎維持管理用
107,541

港湾局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（5月利用分・ＮＴＴコミュニケーションズ）庁舎維持管理用
16,102

港湾局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（5月利用分・2突事務所ほか）庁舎維持管理用
82,543

港湾局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（5月利用分・鶴町電機事務所ほか）庁舎維持管理用
13,283

港湾局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（5月利用分・臨港方面管理事務所）庁舎維持管理用
44,874

港湾局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（5月利用分・NTTドコモ）庁舎維持管理用
16,064

港湾局 経営改革課 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分)
5,266

港湾局 経営改革課 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分)
455

港湾局 経営改革課 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分)
9,856

港湾局 経営改革課 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分)
2,750

港湾局 経営改革課 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分)
19,800

港湾局 経営改革課 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分)
4,540

港湾局 経営改革課 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分)
400

港湾局 経営改革課 令和02年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張に伴う交通費（5月分）の支出について
504

港湾局 経営改革課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
464

港湾局 経営改革課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（４月分）の買入にかかる経費の支出について
21,837

港湾局 経営改革課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
3,723

港湾局 経営改革課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
3,952

港湾局 経営改革課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
42,283

港湾局 経営改革課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
18,433

港湾局 経営改革課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（４月分）の買入にかかる経費の支出について
15,693

港湾局 経営改革課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張に伴う交通費（5月分）の支出について
360

港湾局 経営改革課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（４月分）の買入にかかる経費の支出について
11,953

港湾局 経営改革課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（４月分）の買入にかかる経費の支出について
19,132

港湾局 経営改革課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
3,135

港湾局 経営改革課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
10,414

港湾局 経営改革課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
28,957

港湾局 経営改革課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
23,171

港湾局 経営改革課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
73,287

港湾局 経営改革課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
38,224

港湾局 経営改革課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
35,228

港湾局 経営改革課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（４月分）の買入にかかる経費の支出について
3,412

港湾局 経営改革課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
15,769

港湾局 経営改革課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
4,498

港湾局 経営改革課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（４月分）の買入にかかる経費の支出について
8,074

港湾局 経営改革課 令和02年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
1,636

港湾局 経営改革課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分)その1
2,970

港湾局 経営改革課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分)その1
53,948

港湾局 経営改革課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分)その1
3,070

港湾局 経営改革課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分)その1
19,470

港湾局 経営改革課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分)その1
20,812

港湾局 経営改革課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分)その1
2,000

港湾局 経営改革課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分)その1
4,312

港湾局 経営改革課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分)その1
25,315

港湾局 経営改革課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分)その1
5,570

港湾局 経営改革課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分)その1
15,680
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港湾局 経営改革課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分)その1
664

港湾局 経営改革課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分)その1
440

港湾局 経営改革課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分)その1
260

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
33,247

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
3,648

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
3,078

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（４月分）の支出について
2,752

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
22,520

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,734

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
6,937

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
220

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
6,969

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
7

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
8,104

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,846

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
5,779

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,770

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,664

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
3,065

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
4,638

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
3,775

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（４月分）の支出について
32,788

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
55,506

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（４月分）の支出について
3,522

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（４月分）の支出について
10,521

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,708

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
587

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
5,551

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
428,532

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（４月分）の支出について
2,651

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,642

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
8,781

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
3,060

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
13,945

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
590

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
4,846

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
9,110

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,651

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
60,871

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
119,674

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
16,055

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
3,511

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,690

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
2,480

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
8,549

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（４月分）の支出について
21,822

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
698



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
19,044

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
753

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
243,274

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
13,894

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
8,062

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
5,031

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（４月分）の支出について
81,964

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
3,605

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
290,634

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
753

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
11,499

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（４月分）の支出について
14,548

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
4,311

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,642

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,708

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
176,605

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
686

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（４月分）の支出について
7,274

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
1,751

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,642

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
3,775

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
6,714

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,642

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,668

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
447

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
706

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
605

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
372,150

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
8,674

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
55,021

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
1,979

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
19,114

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（４月分）の支出について
10,364

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
878

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（４月分）の支出について
7,274

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
537

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
106,531

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
7,730

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
13,918

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,992

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
719

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
7,504

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
282,173

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
1,546

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
8,177

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
9,609

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,764



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報
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会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
20,887

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（４月分）の支出について
11,838

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
52,412

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
4,742

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
75,184

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
163,458

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
58

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（４月分）の支出について
2,752

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
1,051,424

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（４月分）の支出について
115,071

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,662

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
581

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
4,000

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
27

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
44,568

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
3,775

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
14,553

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
3,083

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
17,126

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（４月分）の支出について
10,455

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
5,546

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
14,715

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
15,810

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（４月分）の支出について
10,521

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
29,073

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
5,503

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
19,723

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
13,537

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
25,774

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
35,523

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
15,934

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
742,090

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
25,728

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
14,009

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
109,803

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
20,034

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
12,452

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,763

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
13,847

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
1,546

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
6,578

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（４月分）の支出について
10,521

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
419,589

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
5,284

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
241,951

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
1,216
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会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
52,551

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
3,100

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
64,948

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
1,712

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
65,044

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,975

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
10,568

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,923

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
1,546

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,955

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
36,003

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,966

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
57,166

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,995

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
55,806

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,642

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
45,743

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,844

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
3,648

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
154

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,642

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
52,820

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
3,083

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
48,690

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
108

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
7

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
130

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
9,725

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
3,322

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
47,813

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
69,769

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
119

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
105

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
8,170

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
29,184

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,708

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
6,286

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
7,926

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
8,769
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会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
20,997

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
8,564

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
229,888

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
5,671

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
31,704

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
6,410

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
216,199

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
7,066

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
201,960

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,708

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
10,634

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（４月分）の支出について
92,729

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
44,376

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
21,697

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
35,204

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
6,135

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
23,186

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
29,458

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
8,072

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
15,984

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
18,824

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
83,126

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
26,222

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,845

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,929

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
9,435

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
68,735

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,904

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
58,880

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
22,902

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（４月分）の支出について
14,259

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,648

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
5,284

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
3,648

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
7,296

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
3,001

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
2,432

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
3,648

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
4,169

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
6,052

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
8,961

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
12,988
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会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
8,204

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
19,526

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,940

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
6,659

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
1,517,098

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
451,296

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
204,474

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
12,334

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
1,144

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
26,733

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
3,317

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
4,704

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
6,378

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
42

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
4,842

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,708

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
3,828

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,642

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
68,777

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
1,580

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
6,505

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
7,673

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
1,767

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
2,761

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
3,511

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（４月分）の支出について
127,679

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
668

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
106,966

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
14,926

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（４月分）の支出について
1,411

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（４月分）の支出について
6,665

会計室 会計企画担当 令和02年06月01日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（４月分）の支出について
125,623

会計室 会計企画担当 令和02年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 金融機関コード便覧（2020年度版　異動通知付）の買入れについて（会計事務用）
5,130

会計室 会計企画担当 令和02年06月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いに係る固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線４群）料金（５月分）の支出について
29,530

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
91,622

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
453,237

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
184,644

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
1,147

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
2,763

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
13,144

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
469

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
10,438

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
568

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
19,878

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
33,079

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
4,478

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
4,912
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会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
846

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
2,456

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
383

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
2,491

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
297

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
22,179

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
1,750

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
1,079,043

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
7,064

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
2,398

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
997

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
922

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
15,350

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
7,887

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
870

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
1,634

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
1,008

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
3,002

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
754

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
1,039

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
637

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
13,254

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
10,032

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
6,626

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
448,644

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
3,805,796

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
4,248

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
383

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
139,084

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
383

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
383

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
728,709

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
12,709

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
20,879

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
23,146

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
10,950

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
43,383

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
1,228

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（５月分）の支出について
2,274

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（５月分）の支出について
2,752

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
67,053

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
20,312

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
16,832

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
4,465

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
65,359

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
4,435

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
24,867
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会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
216,387

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
429,192

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
191,655

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
383

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
383

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
243,631

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
5,259

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
2,455,911

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
67,543

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
780,137

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
1,845,172

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
49,464

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
618,256

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
894,644

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
462,744

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
1,007,086

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
1,306,794

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（５月分）の支出について
52,341

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
4,087,244

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
1,750

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
3,892

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
270,118

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
99,748

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
3,414

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
36,489

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
1,090

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
99,531

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
7,297

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
456,566

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
7,210

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
5,208,243

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
8,563

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
107,656

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
22,548

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
4,131

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
3,477

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
10,007

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
19,696

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
10,293,317

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
11,793

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
45,522

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
212,393

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
160,029

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
383

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
11,007

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
2,550,717

会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
35,347
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会計室 会計企画担当 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る電気（関西電力）料金（４月分）の支出について
750,275

会計室 会計企画担当 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
6,865

会計室 会計企画担当 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
648

会計室 会計企画担当 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
80

会計室 会計企画担当 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器一式借入れ経費の支出について（会計事務用　５月分）
11,067

会計室 会計企画担当 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（会計室）一式借入れ経費の支出について（会計事務用　５月分）
9,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式借入れ経費の支出について（会計事務用　５月分）
81,057

会計室 会計企画担当 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（会計室）一式借入れ経費の支出について（会計事務用　５月分）
79,497

会計室 会計企画担当 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 地方自治関係実例判例集、外１点の買入れについて（会計事務用）
77,066

会計室 会計企画担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 会計事務用財務会計システムサーバ機器等一式長期借入経費（賃借料）の支出について（令和２年５月分）
3,113,000

会計室 会計企画担当 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（会計事務用　５月分）
3,178

会計室 会計企画担当 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 会計事務用磁気テープファイル等の保管及び集配業務委託料の支出について（令和２年５月分）
880

会計室 会計企画担当 令和02年06月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線１群）料金（５月分）の支出について
11,435

会計室 会計企画担当 令和02年06月23日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 スクールシールド８の買入及び同経費の支出について（会計事務用）
46,750

会計室 会計企画担当 令和02年06月23日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 庁内情報利用ＰＣプリンタ用トナーの買入れ経費の支出について（会計事務用）
197,890

会計室 会計企画担当 令和02年06月23日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 コピー代金の経費の支出について（会計事務用５月分）
21,429

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
32,976

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,857,223

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
4,753

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
10,036

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
192,565

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
173,162

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
6,501

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,540

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
2,171

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
95,131

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
142,453

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
191,246

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
171,325

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,562

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
2,692

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
210,276

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
81,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,639

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
2,344

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
160,968

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
56,776

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
57,318

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,639

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
90,483

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
106,952

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
207,509

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
97,851

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
7,751

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
10,244

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
21,224

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,639
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会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
119,831

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
727,095

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
483,252

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
31,064

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,540

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,551

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
85,175

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
3,637,926

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
633,470

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
4,070

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,551

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
402,630

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
250,309

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
643,636

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
109,206

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,997

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
567,253

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
323,730

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,573

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
850,283

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
594,411

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
566,845

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
230,082

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
444,767

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
3,179

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,247,146

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,628

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
500

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,551

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,898

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
92,891

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
27,504

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,540

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
4,981

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,540

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
23,221

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,823

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
160,265

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
66,214

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
146,317

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
346,140

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,551

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
22,281

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
13,628

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
2,023,925

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,027,389

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
731,147



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,306,562

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
792,282

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,369,897

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
345,815

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
653,853

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
12,075,580

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
10,136

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
3,080

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
2,805

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
6,468

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
26,213

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,551

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
3,080

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
7,703

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
10,857

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,540

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
6,074,615

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
10,230

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
52,528

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
22,376

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
5,209

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
38,844

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,551

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
3,080

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
240,296

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
176,214

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,540

会計室 会計企画担当 令和02年06月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係る水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
8,467,674

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
33,864

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
825

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
1,915

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
1,232

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
16,163

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
15,214

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
1,089

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
95,864

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
296,427

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
65,411

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
395,903

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
17,016

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
75,442

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
6,355

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
43,768

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
244,580

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
4,071

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
40,543

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
1,419
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会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
164,096

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
133,132

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
31,113

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
33,883

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
759

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
58,967

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
2,575

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
257,534

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
452

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
367,878

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
279,147

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
296,129

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
369,948

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
210

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
237,647

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
411,095

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
281,331

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
448,947

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
242,997

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
448,256

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
2,587

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
280,548

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
274,188

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
63

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
402,601

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
250,047

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
239,042

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
8,570

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
425,622

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
289,347

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
359

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
267,670

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
18,673

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
759

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
2,296

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
1,089

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
19,691

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
104

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
1,419

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
13,393

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
28,402

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
10,936

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
78,543

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
122

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
289

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
191

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
4
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会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
268,232

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
1,520,114

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
172,054

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
65,250

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
924

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
1,584

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
103,879

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
399,354

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
952,943

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
375,612

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
8,627

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
381,056

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
702,682

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
431,865

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
455,985

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
431,983

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
84,206

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
400,640

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
1,089

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
140,032

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
61

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
17

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
8,615

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
9,406

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
218

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
306

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
67

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
126

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
8

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
17

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
126

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
53,298

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
228

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
730

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
70

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
4,062

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
759

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
247,334

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
76,303

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
22,838

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
94,621

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
3,573

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
1,004

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
3,131

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
1,750

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
1,845

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
42,118
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会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
36,767

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
56,627

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
139,089

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
136,031

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
62,757

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
39,575

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
25,473

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
530,399

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
10,051

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
44

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
39

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
4

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
136

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
4,882,108

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
21,919

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
1,419

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
54,683

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
1,089

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
1,683

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
13,188

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
12,122

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
14,594

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
30,472

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
1,494

会計室 会計企画担当 令和02年06月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払に係るガス（大阪ガス）料金（５月分）の支出について
2,905,286

会計室 会計企画担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　普通旅費 会計事務用　市内等出張交通費の支出について（令和２年５月分）
640

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
4,339

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
63,480

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,799

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（５月分）の支出について
2,752

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
22,520

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
220

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
6,918

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,708

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
7

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
7,658

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
8,003

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,708

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,898

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,655

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
5,703

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
3,495

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
4,638

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
3,775

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（５月分）の支出について
28,557

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
55,509

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,642
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会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
687

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,708

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
7,825

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（５月分）の支出について
3,522

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（５月分）の支出について
10,521

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
8,750

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（５月分）の支出について
2,642

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
425,206

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,934

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
4,846

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
14,340

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
496

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
7,329

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,664

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
56,663

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
94,197

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
16,204

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
7,146

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
3,440

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
3,025

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,655

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
19,044

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
8,125

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
3,775

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（５月分）の支出について
14,548

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,708

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,642

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（５月分）の支出について
10,377

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
5,089

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
177,623

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
6,714

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
3,588

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
279,826

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
54,103

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
8,674

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,961

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,642

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（５月分）の支出について
81,964

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,642

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
142,683

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,642

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
753

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（５月分）の支出について
7,274

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
19,109

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
13,894

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（５月分）の支出について
21,822

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（５月分）の支出について
7,274
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会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
539

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
7,504

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
9,366

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
1,346

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
546

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
7,730

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
11,080

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
732

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
1,293

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
392,862

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
722

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
1,564

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
196,632

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
4,367

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
530

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
704

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
695

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
563

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
1,546

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
279,942

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
9,477

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
8,424

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,876

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（５月分）の支出について
8,027

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
32,387

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
45,715

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
3,506

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
74,848

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（５月分）の支出について
2,752

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
184

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
168,288

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,648

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（５月分）の支出について
115,071

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
629,194

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
158

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
3,228

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
16,359

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
3,775

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,651

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
14,396

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（５月分）の支出について
10,455

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
11,751

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
5,548

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（５月分）の支出について
10,521

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
23,323

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
27,522
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会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
5,461

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
20,266

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
14,127

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
13,792

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
23,992

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
35,621

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
25,429

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
14,639

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
775,261

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
13,974

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
21,955

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
115,418

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
14,296

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
241,950

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
12,383

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
5,284

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,753

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
1,546

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（５月分）の支出について
10,521

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
6,634

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
381,924

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
1,546

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
59,840

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
41,921

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
3,136

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
46,349

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,994

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,642

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
59,339

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
3,417

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
1,479

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
1,591

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,929

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
10,568

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
9,848

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
3,648

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,909

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
34,044

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,971

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
57,803
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会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
3,000

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
135

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
12

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
189

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
95

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
178

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,982

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
49,117

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,642

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,982

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
53,568

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
47,423

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
59

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
7

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
162,279

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
51,565

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
8,170

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
29,184

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
6,168

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,714

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
7,926

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
8,769

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
22,517

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
8,656

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
6,410

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
37,897

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
5,442

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
194,917

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
198,285

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
193,135

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
7,105

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,708

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
10,634

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（５月分）の支出について
92,729

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
42,787

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
18,824

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
30,204

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
81,146

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
16,139

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
21,840

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
22,324

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
8,108

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
35,831

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
4,615
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会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
24,749

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,667

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
3,045

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
7,927

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
67,730

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
56,022

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
20,685

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,883

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
5,328

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,668

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
11,034

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（５月分）の支出について
14,259

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
7,296

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
3,648

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
1,216

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（５月分）の支出について
16,354

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
2,432

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
8,204

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
8,518

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
5,834

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
12,988

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
4,193

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
19,941

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,734

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
6,037

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
234,527

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
451,130

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
1,468,956

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
13,449

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
3,174

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
4,373

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
25,269

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
457

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
12,456

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
3,445

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
4,842

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,831

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
1,353

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,642

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
6,584

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
65,237

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
6,391

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
2,794

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
4,055
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会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
153,009

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（５月分）の支出について
125,211

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
2,675

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
14,107

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（５月分）の支出について
119,830

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（５月分）の支出について
6,507

会計室 会計企画担当 令和02年06月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払に係る固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（５月分）の支出について
1,922

会計室 会計管理担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　手数料 振替取扱手数料の支出について（５月分）
3,043,657

北区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎電気使用料の支出について（令和2年4月分）
101,964

北区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎電気使用料の支出について（令和2年4月分）
991,931

北区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所証明書発行システム（戸籍広域ＦＡＸ）使用料の支出について（４月分）
1,446

北区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（４月分）
25,473

北区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎電気使用料の支出について（令和2年4月分）
55,840

北区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 北区役所電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（４月分）
874

北区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎電気使用料の支出について（令和2年4月分）
15,804

北区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 北区役所電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（４月分）
247

北区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 北区役所５階多目的トイレ修繕経費の支出について
44,550

北区役所 総務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 来庁者用手指消毒剤（ハンドジェル）購入経費の支出について
132,000

北区役所 総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
3,570

北区役所 総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課一般事務用モノクロレーザーファクスほか４点購入経費の支出について
222,376

北区役所 総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 北区庁舎ガス料金の支出について（５月分）
2,094

北区役所 総務課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 北区庁舎ガス料金の支出について（５月分）
118

北区役所 総務課 令和02年06月12日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 北区庁舎ガス料金の支出について（５月分）
33

北区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
6,404

北区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
7,348

北区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,700

北区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 来庁者用手指消毒剤購入経費の支出について（新型コロナウィルス感染症対策用）
298,650

北区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所非常用発電機修繕調査業務委託経費の支出について
220,000

北区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　北区役所一般廃棄物収集・運搬業務委託（概算契約）経費の支出について（令和2年5月分）
5,808

北区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　北区役所庁舎機械警備業務委託にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
8,316

北区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市北区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（令和2年5月分）
664,400

北区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（令和2年5月分）
3,529

北区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　北区役所庁舎前警備業務委託経費の支出について（令和２年５月分）
247,041

北区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（令和2年5月分）
200

北区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（令和2年5月分）
56

北区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（５月分）
5,467

北区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（５月分）
182,805

北区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（５月分）
11,252

北区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（５月分）
88,828

北区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用ドライ型ミスト噴出装置シーズンインメンテナンス業務委託に係る経費の支出について
19,800

北区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン（北区役所　ノートパソコン）機器一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
23,760

北区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（北区役所）一式　長期借入にかかる支出について（令和２年５月分）
480,194

北区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所視覚障がい者用点字ディスプレイ等機器長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
23,980

北区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（北区役所）一式　長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
208,519

北区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（北区役所）一式　長期借入にかかる支出について（令和２年５月分）
11,067

北区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　北区役所宿日直専門員寝具借入にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
12,650

北区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン（北区役所　省スペース型）機器一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
28,160
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北区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　北区役所庁舎玄関マット及びエレベータマット借入にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
13,959

北区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（５月分）
10,124

北区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（５月分）
4,919

北区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（５月分）
2,865

北区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（５月分）
1,392

北区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所電話・ＦＡＸ使用料の支出について（令和２年５月分）
316,787

北区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 北区役所電話・ＦＡＸ使用料の支出について（令和２年５月分）
17,461

北区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 北区役所電話・ＦＡＸ使用料の支出について（令和２年５月分）
4,941

北区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用コピー経費の支出について（５月分）
88,724

北区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
988

北区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所ケーブルテレビ利用料の支出について（令和２年５月分）
733

北区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
6,048

北区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（統計４・５月分）
7,732

北区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
672

北区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
4,536

北区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所情報通信設備用回線使用料・プロバイダ料の支出について（令和２年５月分）
9,020

北区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（５月分）
25,458

北区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所証明書発行システム（戸籍広域ＦＡＸ）使用料の支出について（５月分）
702

北区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 北区役所電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（５月分）
874

北区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 北区役所電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（５月分）
247

北区役所 戸籍登録課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 北区役所住民情報業務等委託（長期継続）にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
501,726

北区役所 戸籍登録課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所住民情報業務等委託（長期継続）にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
4,152,906

北区役所 戸籍登録課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍登録業務小口支払基金繰入金の支出について（６月４日分）
7,810

北区役所 戸籍登録課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課事務用後納郵便料金（令和２年５月分）の支出について
79,006

北区役所 戸籍登録課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課事務用後納郵便料金（令和２年５月分）の支出について
111,069

北区役所 地域課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 地域安全安心対策事業災害対策車両への高出力放送設備搭載業務の経費の支出について
328,900

北区役所 地域課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,688

北区役所 地域課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
15,150

北区役所 地域課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 地域課小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,000

北区役所 地域課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,520

北区役所 地域課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
94

北区役所 地域課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 地域課小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
110

北区役所 地域課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域課小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
800

北区役所 地域課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域課小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
600

北区役所 地域課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 地域課小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
120

北区役所 地域課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
3,100

北区役所 地域課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,560

北区役所 地域課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,000

北区役所 地域課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,600

北区役所 地域課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,400

北区役所 地域課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,880

北区役所 地域課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,000

北区役所 地域課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,560

北区役所 地域課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
29,200

北区役所 地域課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
4,800

北区役所 地域課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
6,200
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北区役所 地域課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,800

北区役所 地域課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,560

北区役所 地域課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
3,200

北区役所 地域課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,400

北区役所 地域課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
5,400

北区役所 地域課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
5,040

北区役所 地域課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
7,200

北区役所 地域課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
3,360

北区役所 地域課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,800

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,560

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,160

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
5,280

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,400

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
13,440

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,600

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
5,200

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,760

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
13,900

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,200

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,160

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
14,600

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,600

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,400

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,000

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
9,000

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
7,000

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
29,200

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
3,900

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,160

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,880

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,560

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,000

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
4,560

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
3,600

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,800

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
5,760

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
104,120

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,200

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,880

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,560
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北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
16,300

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,760

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
3,120

北区役所 地域課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,560

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
26,160

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,160

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
14,600

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
3,600

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,160

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
3,900

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
14,600

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
10,080

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,600

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
29,280

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
28,300

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
6,600

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,880

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
4,680

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,040

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
11,880

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
15,360

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
9,840

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,000

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
4,300

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
8,640

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
10,400

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
6,480

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,600

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
67,160

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,600

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,600

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,160

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
8,220

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
4,000

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
13,920

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
3,120

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,400

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,800

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
3,900

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,560

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,300



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
4,600

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,200

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
17,520

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
21,800

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
4,800

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
5,760

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,600

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
3,600

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,200

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
7,000

北区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,160

北区役所 地域課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,600

北区役所 地域課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため他）（過年度支出分）
5,000

北区役所 地域課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
9,360

北区役所 地域課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,000

北区役所 地域課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
4,400

北区役所 地域課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
3,400

北区役所 地域課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,800

北区役所 地域課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,800

北区役所 地域課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,000

北区役所 地域課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,600

北区役所 地域課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
5,400

北区役所 地域課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
7,800

北区役所 地域課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,200

北区役所 地域課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,500

北区役所 地域課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
3,240

北区役所 地域課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,600

北区役所 地域課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（過年度支出分）
5,400

北区役所 地域課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
12,700

北区役所 地域課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,560

北区役所 地域課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
5,400

北区役所 地域課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,600

北区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,600

北区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
3,900

北区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,560

北区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
4,320

北区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,600

北区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,500

北区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
3,900

北区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
3,600

北区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
7,760

北区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
21,600

北区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
23,300

北区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,500
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北区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,000

北区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,400

北区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,500

北区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
12,600

北区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
34,440

北区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,560

北区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（過年度支出分）
1,560

北区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
4,680

北区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
3,600

北区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,800

北区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
3,900

北区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,160

北区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
6,480

北区役所 地域課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
3,900

北区役所 地域課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
3,900

北区役所 地域課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
3,900

北区役所 地域課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
17,200

北区役所 地域課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,400

北区役所 地域課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
7,800

北区役所 地域課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
10,400

北区役所 地域課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,600

北区役所 地域課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,560

北区役所 地域課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
96,360

北区役所 地域課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
7,200

北区役所 地域課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
12,000

北区役所 地域課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
35,040

北区役所 地域課 令和02年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
7,000

北区役所 地域課 令和02年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
189,800

北区役所 地域課 令和02年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
13,320

北区役所 地域課 令和02年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和02年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
149,400

北区役所 地域課 令和02年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,400

北区役所 地域課 令和02年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
3,900

北区役所 地域課 令和02年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
9,360

北区役所 地域課 令和02年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
3,900

北区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 学校活動有償ボランティア派遣事業にかかる報償金の支出について（令和２年５月分）
35,500

北区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全安心対策事業用携帯電話料金の支出について（５月分）
52,305

北区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
99,280

北区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
14,800

北区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,160

北区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,400

北区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,160

北区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,300
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北区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,000

北区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,800

北区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,560

北区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
14,600

北区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
4,680

北区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
4,800

北区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,160

北区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
4,680

北区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,800

北区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,760

北区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,200

北区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,560

北区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
11,700

北区役所 地域課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
35,040

北区役所 地域課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
8,072

北区役所 地域課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 地域課事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
2,782

北区役所 地域課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
3,120

北区役所 地域課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
3,900

北区役所 地域課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
3,120

北区役所 地域課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,560

北区役所 地域課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,200

北区役所 地域課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,560

北区役所 地域課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
8,060

北区役所 地域課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,600

北区役所 地域課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
2,880

北区役所 地域課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
78,480

北区役所 地域課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
4,000

北区役所 地域課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
29,200

北区役所 地域課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支出について（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）（過年度支出分）
1,560

北区役所 福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 大淀保育所消耗品事業資金（特別保育用）６月分の支出について
10,000

北区役所 福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大淀保育所消耗品事業資金（通常保育用）６月分の支出について
30,000

北区役所 福祉課 令和02年06月01日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 令和２年度母子福祉貸付金の支出について（第１四半期分追加修学資金）
49,500

北区役所 福祉課 令和02年06月01日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 令和２年度母子福祉貸付金の支出について（第１四半期分追加就学支度金）
162,800

北区役所 福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月19日分）
6,828

北区役所 福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（5月-1請求分）（代理受領方式）
359,600

北区役所 福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月26日）
1,409

北区役所 福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月26日）
3,400

北区役所 福祉課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度児童手当区執行分の支出について（令和元年度３月発生分）
10,000

北区役所 福祉課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月26日）
4,511

北区役所 福祉課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月26日）
11,000

北区役所 福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（5月－2請求分）（代理受領方式）
762,086

北区役所 福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（5月-2請求分）（代理受領方式）
217,048

北区役所 福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（6月-1請求分）（代理受領方式）
576,806

北区役所 福祉課 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大淀保育所用賄材料費　６月分の支出について
794,380

北区役所 福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年度民生委員費用弁償（第１四半期分）の支出について
1,317,900
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北区役所 福祉課 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年度児童委員費用弁償（第１四半期分）の支出について
1,249,150

北区役所 福祉課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て支援スーパーバイザーの活動に対する報償金の支出について（５月分）
66,520

北区役所 福祉課 令和02年06月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度（高齢）市長審判に係る診断書料の支出について（２‐２）
11,000

北区役所 福祉課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「子どもの居場所づくり支援事業」（Ａパターン）にかかる業務委託料の支出について（5月分）
123,440

北区役所 福祉課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「子どもの居場所づくり支援事業」（Ｂパターン）にかかる業務委託料の支出について（5月分）
98,119

北区役所 福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（6月－1請求分）（代理受領方式）
947,294

北区役所 福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（6月-2請求分）（代理受領方式）
534,764

北区役所 福祉課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「住民主体の福祉コミュニティづくり推進事業」にかかる業務委託料の支出について（５月分）
4,864,000

北区役所 福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度（障がい）市長審判に係る診断書料の支出について（障２‐１）
7,700

北区役所 福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（6月-3請求分）（代理受領方式）
138,821

北区役所 福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 北区役所福祉課（介護保険）コピー経費の支出について（５月分）
16,177

北区役所 福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
77,701

北区役所 福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,418

北区役所 福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,022

北区役所 福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
2,650

北区役所 福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
32,544

北区役所 福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,112

北区役所 福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
922

北区役所 福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
829

北区役所 福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
628

北区役所 福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
504

北区役所 福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
3,505

北区役所 福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
336

北区役所 福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
2,044

北区役所 福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
5,552

北区役所 福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
18,905

北区役所 福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
570,934

北区役所 福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
9,044

北区役所 福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
430

北区役所 福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
4,852

北区役所 福祉課 令和02年06月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
5,538

北区役所 福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
9,044

北区役所 福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,374

北区役所 福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
84

北区役所 保険年金課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度国民健康保険料窓口還付金の支出について（歳出・一般）（６月分）
70,000

北区役所 保険年金課 令和02年06月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 令和２年度　国民健康保険料還付金にかかる還付加算金の支出について
2,400

北区役所 保険年金課 令和02年06月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いの支出について５月－７（歳出・滞納繰越分・一般）
399,632

北区役所 保険年金課 令和02年06月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いの支出について５月－６（歳出・滞納繰越分・一般）
1,569,759

北区役所 保険年金課 令和02年06月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いの支出について５月－８（歳出・滞納繰越分・一般）
83,221

北区役所 保険年金課 令和02年06月08日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いの支出について５月－９（歳出・滞納繰越分・一般）
293,376

北区役所 保険年金課 令和02年06月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いの支出について６月－１（歳出・滞納繰越分・一般）
335,190

北区役所 保険年金課 令和02年06月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金課市内出張交通費の支出について（４月分）
620

北区役所 保険年金課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 令和２年度　国民健康保険料還付金にかかる還付加算金の支出について
1,000

北区役所 保険年金課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いの支出について６月－２（歳出・滞納繰越分・一般）
352,533

北区役所 保険年金課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いの支出について６月－３（歳出・滞納繰越分・一般）
260,360

北区役所 保険年金課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いの支出について６月－４（歳出・滞納繰越分・一般）
235,575

北区役所 保険年金課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便経費（令和２年５月分）の支出について
5,951
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北区役所 保険年金課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便経費（令和２年５月分）の支出について
130,895

北区役所 保険年金課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 北区役所保険年金課国民健康事務等にかかる出張交通費の支出について（５月分）
360

北区役所 保険年金課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便経費（令和２年５月分）の支出について
402,444

北区役所 保険年金課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いの支出について６月－５（歳出・滞納繰越分・一般）
329,516

北区役所 保険年金課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いの支出について６月－６（歳出・滞納繰越分・一般）
312,131

北区役所 保険年金課 令和02年06月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便経費（令和２年５月分）の支出について
34,124

北区役所 保険年金課 令和02年06月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便経費（令和２年５月分）の支出について
16,373

北区役所 保険年金課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 令和２年度　国民健康保険料還付金にかかる還付加算金の支出について
3,300

北区役所 保険年金課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（令和２年６月審査分　一般）
260,403

北区役所 保険年金課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（令和２年６月審査分）
450,000

北区役所 保険年金課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 北区役所保険年金課コピー経費の支出について（５月分）
14,358

北区役所 保険年金課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いの支出について６月－７（歳出・滞納繰越分・一般）
327,048

北区役所 健康課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康課事務事業用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
13,818

北区役所 健康課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 健康課事務事業用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
14,123

北区役所 健康課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康課事務事業用　ラベルシール外３２点買入経費の支出について
305,600

北区役所 健康課 令和02年06月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 健康課事務事業用　ラベルシール外３２点買入経費の支出について
4,322

北区役所 健康課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康課事務事業用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
24,104

北区役所 健康課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 健康課事務事業用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
5,216

北区役所 健康課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 健康課事務事業用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
8,481

北区役所 健康課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課事務事業用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,200

北区役所 健康課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ３か月健診時助産師相談における報償金の支出について（５月分）
33,480

北区役所 健康課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
2,200

北区役所 健康課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
21,000

北区役所 健康課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
1,092

北区役所 健康課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
168

北区役所 健康課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
16,016

北区役所 健康課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 令和２年度ＢＣＧ接種にかかる医師報償金の支出について(６月分)
74,700

北区役所 健康課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
588

北区役所 健康課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
392

北区役所 健康課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
2,688

北区役所 健康課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
2,652

北区役所 健康課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
756

北区役所 健康課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金の支出について（令和２年５月分）
124,500

北区役所 健康課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金の支出について（令和２年５月分）
87,800

北区役所 健康課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
19,556

北区役所 健康課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
504

北区役所 健康課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
1,092

北区役所 健康課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
420

北区役所 健康課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症予防事務用　市内出張交通費の支出について（５月分）
440

北区役所 健康課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 地域生活安定支援事業（酒害教室）の実施に伴う講師報償金（6月分）の支出について
9,750

北区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について(移送費　Ｎｏ.２４７)
55,000

北区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について(家財処分料　Ｎｏ.２４３)
240,000

北区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について(オムツ　Ｎｏ.２２５～２２７)
7,485

北区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費の支出について(住宅維持費　Ｎｏ.２２８)
23,100

北区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(文書料等　Ｎｏ.２３６～２４２)
32,140

北区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(治療材料　Ｎｏ.２５１～２５４)
82,288

北区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について(Ｎｏ.２４４～２４６)
914,430
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北区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について(Ｎｏ．２２４)
22,293

北区役所 生活支援課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について(Ｎｏ.２４８～２４９)
10,400

北区役所 生活支援課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(移送費　Ｎｏ.２２９～２３４)
28,970

北区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助費の支出について(令和2年7月分)
7,100,000

北区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助費の支出について(令和2年7月分)
5,200,000

北区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助費の支出について(令和2年7月分)
300,000

北区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(移送費　Ｎｏ.２６９～２７５)
24,320

北区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助費の支出について(令和2年7月分)
400,000

北区役所 生活支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について(小学校　5月分 2回目・6月分)
15,272

北区役所 生活支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について(中学校　5月分)
1,480

北区役所 生活支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 生活支援事務用　旅費の支出について（令和２年４月・５月分）
460

北区役所 生活支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援事務用　旅費の支出について（令和２年４月・５月分）
3,680

北区役所 生活支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援課事務用　料金後納郵便経費の支出について（令和２年５月分）
37,746

北区役所 生活支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援課事務用　料金後納郵便経費の支出について（令和２年５月分）
150,985

北区役所 生活支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援課事務用　料金後納郵便経費の支出について（令和２年５月分）
12,582

北区役所 生活支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援課事務用　料金後納郵便経費の支出について（令和２年５月分）
45,295

北区役所 生活支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援課事務用　料金後納郵便経費の支出について（令和２年５月分）
5,034

北区役所 生活支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について(移送費　Ｎｏ.２６８～２６９)
143,000

北区役所 生活支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について(オムツ　Ｎｏ.２５８～２６２)
99,373

北区役所 生活支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について(家財処分料　Ｎｏ.２７６)
104,500

北区役所 生活支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について(Ｎｏ.２５６～２５７)
31,240

北区役所 生活支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(文書料等　Ｎｏ.２６３～２６７)
29,190

北区役所 生活支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(治療材料　Ｎｏ.２５５)
41,560

北区役所 生活支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について(Ｎｏ.２８６)
20,000

北区役所 生活支援課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用　コピー複写経費の支出について（令和２年５月分）
12,802

北区役所 生活支援課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について(オムツ　Ｎｏ.２７７～２８４)
204,052

北区役所 生活支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について(移送費　Ｎｏ.３０７)
55,000

北区役所 生活支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について(Ｎｏ.３０８)
23,760

北区役所 生活支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(文書料等　Ｎｏ.２９６～３０１)
48,000

北区役所 生活支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(治療材料　Ｎｏ.３０２～３０６)
154,255

北区役所 生活支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(移送費　Ｎｏ.２８５～２９２)
47,660

北区役所 生活支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について(Ｎｏ.２９３～２９５)
673,020

北区役所 政策推進課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まち魅力推進事業（種から育てる地域の花づくり事業）用ジョーロ外４点に係る購入経費の支出について
59,785

北区役所 政策推進課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（地域活性化を図るためのまちづくり事業の支援）の支出について（１回目）
1,046,670

北区役所 政策推進課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策推進課小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月19日から令和2年5月26日分）
550

北区役所 政策推進課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月19日から令和2年5月26日分）
7,812

北区役所 政策推進課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度北区広報紙点字版製作・発送業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（６月号）
26,675

北区役所 政策推進課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課（広聴広報・企画調整）後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
3,304

北区役所 政策推進課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度北区広報紙企画編集業務委託にかかる経費の支出について（６月号）
354,420

北区役所 政策推進課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（地域コミュニティ施設内装整備事業）の支出について（1回目）
942,040

北区役所 政策推進課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策推進課事務用　強粘着ふせん　外１６点　購入経費の支出について
34,551

北区役所 政策推進課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報紙（令和２年５月号～令和３年４月号）（北区役所）概算印刷にかかる経費の支出について（６月号）
762,762

北区役所 政策推進課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所政策推進課（連携推進）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
39,484

北区役所 政策推進課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度北区広報紙全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（５月号）
610,942

北区役所 政策推進課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市北区役所LINE公式アカウント使用料の支出について（令和２年５月分）
5,500

北区役所 政策推進課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（まちづくり事業スペースの確保）の支出について（2回目）
349,800

都島区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル清掃業務委託料の支出について（長期継続　令和２年４月分）
73,200
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都島区役所 総務課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（４月分）
211,753

都島区役所 総務課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（４月分）
13,370

都島区役所 総務課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度都島区の広報誌「広報みやこじま」全戸配付業務委託（概算契約）経費の支出について（令和2年4月分）
381,928

都島区役所 総務課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービルの建物・設備の管理及び保守並びに保安・警備に関する業務委託料の支出について（長期継続　令和２年４月分）
405,405

都島区役所 総務課 令和02年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策企画担当事務用コピー代の支出について（4月分）
3,712

都島区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 都島区役所運営事務用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（令和２年４月分）
7,040

都島区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 都島区役所運営事務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（４月分）
4,950

都島区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 都島区役所運営事務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（４月分）
275

都島区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 都島区役所運営事務用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（令和２年４月分）
550

都島区役所 総務課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所庁舎太陽光発電用引込線にかかる電気料金の支出について（５月分）
537

都島区役所 総務課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区運営事務用手指消毒液の買入経費の支出について
42,240

都島区役所 総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 都島区役所広報誌企画編集業務委託（令和２年５・６月号分）経費の支出について（令和２年６月号）
330,000

都島区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島区役所庁舎清掃業務の委託経費の支出について（長期継続）（令和２年５月分）
742,500

都島区役所 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
16,896

都島区役所 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
15,740

都島区役所 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
140

都島区役所 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度都島区広報誌「広報みやこじま」（令和2年5月号～令和3年4月号）（点字版）製作業務委託（概算契約）経費の支出について（２０２０年６月号）
54,450

都島区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度都島区の広報誌「広報みやこじま」全戸配付業務委託（概算契約）経費の支出について（令和２年５月分）
382,093

都島区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和2年度都島区広報誌「広報みやこじま」企画編集業務委託委託事業者選定委員会にかかる謝礼金の支出について
16,820

都島区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和2年度都島区広報誌「広報みやこじま」企画編集業務委託委託事業者選定委員会にかかる謝礼金の支出について
17,220

都島区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和２年４月分各課事務用・研修用市内出張交通費の支出について
8,718

都島区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区運営事務用手指消毒液の買入経費の支出について
42,240

都島区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
378

都島区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用機械警備業務委託契約の経費の支出について（５月分）
35,200

都島区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎及び区民センター設置用自動体外式除細動器（AED）長期借入契約の経費の支出について（令和２年５月分）
5,522

都島区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎及び区民センター設置用自動体外式除細動器（AED）長期借入契約の経費の支出について（令和２年５月分）
2,761

都島区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用宿日直用寝具等借入契約にかかる使用料の支出について（５月分）
12,925

都島区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入経費の支出について（令和２年度　５月分）
138,620

都島区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入経費の支出について（長期継続　令和２年度　５月分）
11,067

都島区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入経費の支出について（令和２年度　５月分）
115,518

都島区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入及び同経費の支出について（令和２年度　５月分）
380,943

都島区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
41,800

都島区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
940

都島区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
94

都島区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
4,872

都島区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報誌（令和2年5月号～令和3年4月号）（都島区役所）概算印刷経費の支出について（令和２年６月号）
732,969

都島区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 都島区役所で使用する電気（高圧）料金の支出について（令和２年５月分）
350,489

都島区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（令和2年5月分）
5,058

都島区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（令和2年5月分）
468

都島区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（５月分）
9,325

都島区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用一般廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（５月分）
5,498

都島区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（５月分）
2,503

都島区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（５月分）
528

都島区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（５月分）
13,934

都島区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（５月分）
21,162

都島区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 障がい者福祉サービス用タブレット端末にかかる通信料の支出について（令和２年５月分）
4,072

都島区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口案内用タブレット端末にかかる通信料の支出について（令和2年5月分）
4,070
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都島区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル清掃業務委託料の支出について（長期継続　令和２年５月分）
73,199

都島区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策企画担当事務用コピー代の支出について（5月分）
5,302

都島区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 都島区役所運営事務用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（令和２年５月分）
7,040

都島区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 都島区役所運営事務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（５月分）
4,950

都島区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 都島区役所運営事務用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（令和２年５月分）
550

都島区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和2年度広報誌編集PC用フォントの契約更新にかかる使用料の支出について
44,220

都島区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 都島区役所運営事務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（５月分）
275

都島区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和2年度広報誌編集PC用ソフトウェアの契約更新にかかる経費の支出について
105,336

都島区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 都島区災害対策職員住宅賃料・共益費の支出について（７月分）
165,000

都島区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（５月分）
189,911

都島区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（５月分）
13,867

都島区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政会議等動画配信にかかる通信料の支出について（令和２年５月分）
4,178

都島区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）担当事務用基本回線使用料の支出について（５月分）
16,502

都島区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用戸籍謄抄本専用電話使用料の支出について（５月分）
3,885

都島区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービルの建物・設備の管理及び保守並びに保安・警備に関する業務委託料の支出について（長期継続　令和２年５月分）
405,405

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災活動の強化・推進事業用衛星携帯電話使用料の支出について（４月分）
10,000

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年9月6日領収分）
2,800

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年11月18日領収分）
21,800

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年11月1日領収分）
3,500

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年10月4日領収分）
2,800

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和2年3月17日領収分）
1,560

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和2年3月27日領収分）
1,800

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年10月11日領収分）
2,800

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年11月18日領収分）
21,800

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和2年1月7日領収分）
1,560

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年11月13日領収分）
3,720

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年9月29日領収分）
1,800

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和2年1月8日領収分）
6,480

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年11月18日領収分）
38,400

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年12月20日領収分）
17,520

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年10月4日領収分）
3,500

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
4,070

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
420

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和2年3月10日領収分）
1,200

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和2年1月11日領収分）
1,560

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和１年12月12日領収分）
6,000

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和１年10月21日領収分）
1,000

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和１年10月28日領収分）
1,000

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和１年10月10日領収分）
2,000

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年11月4日領収分）
1,200

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和2年2月9日領収分）
4,320

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年12月4日領収分）
1,300

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年11月11日領収分）
1,000

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年11月18日領収分）
1,000

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年11月25日領収分）
1,000

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年12月2日領収分）
1,000

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年11月7日領収分）
2,400
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都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年9月27日・令和1年10月4日領収分）
2,600

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和１年10月14日領収分）
1,000

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年12月23日領収分）
1,000

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和2年1月6日領収分）
1,000

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和２年１月９日領収分）
1,300

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和元年１２月１８日領収分）
1,300

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和元年１２月１１日領収分）
1,300

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和元年１２月２６日領収分）
1,300

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和元年１１月２６日領収分）
1,300

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和元年１２月１８日領収分）
1,300

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和２年３月１６日領収分）
34,900

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和２年１月１１日領収分）
6,840

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年11月10日領収分他11件）
34,680

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和元年１１月９日領収分他５件）
12,960

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和１年10月７日領収分）
1,300

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年12月16日領収分）
1,000

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和元年１０月２７日領収分）
2,400

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和元年１１月１２日領収分他３件）
5,200

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
348

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
3,024

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
2,374

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和2年1月18日・令和2年1月26日領収分）
5,280

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた臨時休館にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和元年１１月１４日領収分他２件）
7,200

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年10月27日・令和2年1月7日領収分）
19,680

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和２年２月１１日領収分）
26,280

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年11月12日・同年11月19日領収分）
2,600

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた臨時休館にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和元年11月7日、11月14日領収分）
3,000

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和2年3月8日・令和2年3月22日領収分）
2,860

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和元年１２月１４日領収分）
1,560

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和2年3月9日領収分）
1,800

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年11月8日領収分他2件）
10,500

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた使用制限にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年12月4日領収分）
2,400

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた臨時休館にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和元年１１月１３日領収分）
1,300

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた使用制限にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年11月20日・11月27日領収分）
2,600

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた使用制限にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年12月4日領収分）
2,400

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和2年1月28日領収分）
3,360

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた臨時休館にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和元年11月12日領収分他１件）
2,600

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた臨時休館にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和元年１１月１６日領収分）
1,560

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた臨時休館にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和元年１１月１４日領収分他７件）
10,720

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和元年１１月１１日領収分他４件）
5,900

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた臨時休館にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和元年１１月１２日領収分他６件）
13,440

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和元年10月2日、令和2年1月27日領収分）
3,900

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた臨時休館にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和元年１１月２０日領収分）
2,400

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和２年３月９日領収分）
1,800

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和２年２月２１日領収分）
21,800

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災活動の強化・推進事業用防災タブレット回線使用料の支出について（5月分）
8,140

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災活動の強化・推進事業用ＰＨＳ回線使用料の支出について（５月分）
10,363



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災活動の強化・推進事業用ＰＨＳ回線使用料の支出について（５月分）
515

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年11月26日領収分）
32,960

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和２年２月１４日領収分）
17,700

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた臨時休館にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和元年１１月２４日領収分他２件）
4,680

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和２年２月１日領収分）
2,160

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年11月25日領収分）
2,400

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年12月5日領収分）
2,400

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年12月3日領収分）
1,300

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年12月13日領収分他2件）
9,100

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年12月9日領収分）
1,300

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた使用制限にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和1年12月8日領収分）
2,160

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和元年11月21日、11月28日領収分）
3,000

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和2年2月11日領収分）
1,000

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（令和2年2月25日領収分）
4,920

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付について（令和1年12月6日領収分他2件）
8,400

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付について（令和1年12月12日領収分他2件）
8,000

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災活動の強化・推進事業用衛星携帯電話使用料の支出について（５月分）
10,000

都島区役所 まちづくり推進課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応にかかる都島区民センター既納使用料の還付について（令和1年9月13日領収分）
3,500

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（令和2年6月分）
100,000

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（令和2年6月分）
450,000

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　窓口支払用還付資金6月分の支出について（歳出一般）
70,000

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　窓口支払用還付資金6月分の支出について（歳出退職）
30,000

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
199,364

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険の葬祭費負担金の支出について
250,000

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険の出産育児一時金負担金の支出について
420,000

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 都島区役所窓口サービス課（住民情報）発券機設定変更業務委託の支出について
44,000

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 マイナンバーカード交付窓口増設用窓口案内（自動音声）システム機器一式（都島区役所）長期借入契約の経費の支出について（令和２年４月分）
12,100

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー代の支出について（４月分）
33,520

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市都島区役所住民情報業務等に関する労働者派遣業務の支出について（４月分）
459,857

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島区役所住民情報業務等に関する労働者派遣業務の支出について（４月分）
2,169,158

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付加算金の支出について（歳出還付加算金６月①）
5,900

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月12日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出一般　６月①）
2,935,465

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
80,038

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 都島区役所マイナンバーカード交付窓口用コピー機（白黒）長期借入契約の経費の支出について（４月分）
9,900

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 マイナンバーカード交付窓口増設用事務用片袖机ほか３点（都島区役所）長期借入契約の経費の支出について（４月分）
12,980

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
5,908

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
97,973

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険管理担当）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
246,801

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
46,773

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
59,238

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
33,000

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報)事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
1,952

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 市内出張交通費（５月分）の支出について
320

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報)事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
48,846

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出　一般　6月②）
366,845

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
344,693

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 マイナンバーカード交付窓口増設用窓口案内（自動音声）システム機器一式（都島区役所）長期借入契約の経費の支出について（５月分）
12,100
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都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険の葬祭費負担金の支出について
450,000

都島区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー代金の支出について（５月分）
14,200

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料）の支出について
22,800

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立御幸保育所にかかる消耗品費（特別保育用６月分）の支出について
10,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる消耗品費（６月分）の支出について
60,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（分館）　保健福祉センター運営事務用コピー代の支出について（４月分）
14,112

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 保健福祉課（福祉）職員用市内出張旅費（4月分）の支出について（追加分）
340

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
533,643

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
112,572

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
239,864

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
58,074

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
20,532

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
65,821

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
73,554

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
143,900

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
39,130

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
4,730

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
204,150

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
8,780

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（人工鼻）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
46,200

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
844,507

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
84,934

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（4月分）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代３、４、５月分）の支出について
150,230

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（介護福祉用具）の支出について
3,520

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法により医療扶助金（食事療養費４月分）の支出について
14,880

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料費）の支出について
17,600

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法により医療扶助金（文書料）の支出について
13,250

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料費）の支出について
128,908

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
1,118,270

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,210

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代３、４、５月分）の支出について
538,999

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法により医療扶助金（文書料）の支出について
32,490

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 3か月健康診査助産師相談事業講師料の支出について（５月分）
12,900

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 3カ月児健康診査助産師相談事業講師料の支出について（５月分）
12,900

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
10,590

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
180,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
95,973

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
202,649

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
31,053

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
36,294

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用コピー代金の支出について（4月分）
30,973

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
657,390

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（医師）５月分の支出について
149,400

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（人工鼻）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
46,119

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法により医療扶助金（文書料）の支出について
6,090
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都島区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）の支出について
159,500

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法により医療扶助金（文書料）の支出について
30,470

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種（ＢＣＧ）事業従事医師にかかる報償金の支出について（５月分）
49,800

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について
30,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について
10,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料費）の支出について
14,469

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
8,160

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
204

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
146,068

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
39,720

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
48,500

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
62,450

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
12,685

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（4月・5月分）
60,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ・紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
476,091

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
9,850

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
261

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,767

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
840

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,360

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
437

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
189

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
622,739

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代３、４、５月分）の支出について
87,339

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉）職員用市内出張旅費（5月分）の支出について
490

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉）職員用市内出張旅費（5月分）の支出について
440

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
252

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
252

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
23,584

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
22,972

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
3,290

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
3,060

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
588

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法により医療扶助金（文書料）の支出について
6,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
4,818

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
476

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
11,450

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
9,670

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
2,576

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
4,736

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる賄材料費（６月分）の支出について
1,291,020

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月19日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
5,806

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
9,868
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都島区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
117,024

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
14,460

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
17,550

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
19,950

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
17,530

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法により医療扶助金（文書料）の支出について
32,800

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
726,810

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭券外）の支出について
249,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 就労自立給付金の支給について
89,448

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（こども教育）職員用市内出張旅費（5月分）の支出について
460

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
17,828

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
164,899

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
11,448

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
48,495

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
333,710

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
39,856

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（人工鼻）の支出について（代理受領方式）（６月・７月分）
45,100

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 保健福祉課（こども教育）職員用市内出張旅費（5月分）の支出について
2,680

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（こども教育）職員用市内出張旅費（5月分）の支出について
1,040

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
168

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
336

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
16,080

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
12,600

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
96,590

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
156,056

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
14,600

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代４、５月分）の支出について
160,704

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（令和２年７月分）
16,000,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（令和２年７月分）
8,500,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（令和２年７月分）
300,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（令和２年７月分）
100,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（令和２年７月分）
500,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
1,302

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
168

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
644

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
84

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
84

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
1,764

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
84

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
2,072

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
692

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
11,200

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和2年度　民生委員・児童委員費用弁償（第1四半期分）の支出について
1,050,850

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
371,580

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
6,819

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（４、５月分）の支出について
24,000
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都島区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料費）の支出について
197,907

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭券外）の支出について
231,870

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
704,150

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和2年度　民生委員・児童委員費用弁償（第1四半期分）の支出について
1,008,350

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代４、５、６月分）の支出について
126,430

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（令和２年５月分）
78,888

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課介護保険事務用コピー代の支出について（令和２年５月分）
3,874

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（5月分）
13,938

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
34,200

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
734,374

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
44,944

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
30,591

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,205

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
24,380

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
3,680

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
88,620

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
24,000

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（5月分）
7,500

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）の支出について
181,500

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料）の支出について
31,900

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉センター分館　結核対策事業用市内出張交通費の支出について（５月分）
1,240

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども教育）事務用コピー代の支出について（5月分）
12,525

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度都島区学習環境支援事業受注者選定委員会委員謝礼にかかる報償金の支出について
50,460

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（分館）　保健福祉センター運営事務用コピー代の支出について（５月分）
13,962

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 生活支援担当会計年度任用職員用市内出張交通費等の支出について（４月分）
2,300

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援担当事務用市内出張交通費等の支出について（４月分）
580

都島区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用コピー代金の支出について（5月分）
34,894

福島区役所 企画総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年４月分　区役所事業用電話料金の支出について（専用回線分）
16,502

福島区役所 企画総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年４月分　区役所事業用電話料金の支出について（市民局証明書発行システム分）
3,885

福島区役所 企画総務課 令和02年06月03日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 工業統計調査及び国勢調査にかかる通信運搬費の支出について
27,750

福島区役所 企画総務課 令和02年06月03日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 工業統計調査及び国勢調査にかかる通信運搬費の支出について
8,736

福島区役所 企画総務課 令和02年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福島区役所運営事務用 消耗品の購入経費の支出について（傘袋　外４点）
45,650

福島区役所 企画総務課 令和02年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福島区役所運営事務用 消耗品の購入経費の支出について（リサイクルトナーカートリッジ）
53,625

福島区役所 企画総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福島区役所運営事務用 消耗品の購入経費の支出について（アクリル板　買入）
168,905

福島区役所 企画総務課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福島区役所運営事務用 消耗品の購入経費の支出について（消毒液　買入）
63,360

福島区役所 企画総務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福島区役所運営事務用 消耗品の購入経費の支出について（チェーンスタンド　買入）
12,870

福島区役所 企画総務課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分3回目）
9,576

福島区役所 企画総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福島区役所運営事務用 消耗品の購入経費の支出について（非接触式体温計　買入）
15,400

福島区役所 企画総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 令和２年度 花づくり広場の運営にかかる電気使用料の支出について（５月分）
870

福島区役所 企画総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」全戸配布業務にかかる委託料の支出について（令和2年4月号～令和3年3月号）5月号分
338,197

福島区役所 企画総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」企画編集にかかる委託料の支出について（令和2年5月号～令和3年4月号）6月号分
217,800

福島区役所 企画総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年度小口支払基金繰入金の支出について（6月分１回目）
18,705

福島区役所 企画総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年度小口支払基金繰入金の支出について（6月分１回目）
1,780

福島区役所 企画総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年度小口支払基金繰入金の支出について（6月分１回目）
1,512

福島区役所 企画総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 令和２年度小口支払基金繰入金の支出について（6月分１回目）
4,440

福島区役所 企画総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 令和２年度小口支払基金繰入金の支出について（6月分１回目）
894

福島区役所 企画総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和２年５月分　企画総務課（総務）用市内出張交通費の支出について
260
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福島区役所 企画総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年度５月分　窓口サービス課・企画総務課用後納郵便料金の支出について
2,940

福島区役所 企画総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年度５月分　窓口サービス課・企画総務課用後納郵便料金の支出について
43,426

福島区役所 企画総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年５月分　大阪市福島区役所庁舎清掃業務委託長期継続経費の支出について
610,500

福島区役所 企画総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年5月分　庁舎設備維持用産業廃棄物収集運搬処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について
4,996

福島区役所 企画総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年5月分　大阪市福島区役所庁舎機械警備業務委託長期継続経費の支出について（平成30年6月契約分）
36,370

福島区役所 企画総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 福島区役所防火管理者にかかる講習の会費の支出について
8,000

福島区役所 企画総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 令和2年度　福島区広報紙「広報ふくしま」印刷業務にかかる印刷製本費の支出について（令和2年5月号～令和3年4月号）6月号分
463,892

福島区役所 企画総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　福島区役所宿日直用寝具一式の借入経費の支出について（令和２年５月分）
13,128

福島区役所 企画総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）（２）　一式　長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
57,449

福島区役所 企画総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式　（再リース）借入契約にかかる経費の支出について（令和２年5月分）
11,000

福島区役所 企画総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 水辺活性化事業用簡易トイレ一式 長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
52,616

福島区役所 企画総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（福島区役所）一式 長期借入経費に係る経費の支出について（令和２年５月分）
5,474

福島区役所 企画総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度 庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式　長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
108,665

福島区役所 企画総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度 庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式　長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
354,123

福島区役所 企画総務課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 福島区役所下水道使用料（令和２年５月分）における経費の支出について
32,431

福島区役所 企画総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 福島区役所 庁舎電気使用料の支出について（令和2年5月分）
651,545

福島区役所 企画総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福島区役所運営事務（遠隔手話通訳等）用　ａｕ電話料金の支出について（令和２年5月分）
7,250

福島区役所 企画総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和2年5月分　児童・高齢者虐待連絡用携帯電話料金の支出について
3,104

福島区役所 企画総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度福島区地域住民による安心・安全・快適駅前構築事業にかかる業務委託料の支出について（５月分）
217,816

福島区役所 企画総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」点字版製作・発送業務にかかる委託料の支出について（令和2年5月号～令和3年4月号）6月号分
62,975

福島区役所 企画総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度自転車利用適正化事業にかかる啓発指導員による自転車対策業務委託料の支出について（５月分）
332,200

福島区役所 企画総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 福島区役所運営事務用　庁内情報利用パソコン修繕にかかる経費の支出について
129,217

福島区役所 企画総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　区役所事業用電話料金の支出について（市民局証明書発行システム分）
3,885

福島区役所 企画総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　区役所事業用電話料金の支出について（専用回線分）
16,502

福島区役所 企画総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 国勢調査にかかる後納郵便料金（５月分）の支出について
24,276

福島区役所 企画総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 選挙事務及び国勢調査にかかる後納郵便料金（５月分）の支出について
336

福島区役所 企画総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務及び国勢調査にかかる後納郵便料金（５月分）の支出について
420

福島区役所 企画総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙常時啓発にかかる「新有権者への選挙のお知らせ」後納郵便料金（５月分）の支出について
3,864

福島区役所 企画総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年５月分　区役所事業用コピー代金の支出について
87,083

福島区役所 企画総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画推進担当業務にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
84

福島区役所 企画総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画推進担当業務にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
5,460

福島区役所 企画総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画推進担当業務にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
2,808

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（一般分）の支出について（令和2年6月分）
50,000

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（退職分）の支出について（令和2年6月分）
1,000

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
130

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（５月分２回目･口座払）
53,810

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（５月分２回目･口座払）
100,000

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分・３回目）
9,849

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市福島区役所住民情報業務等委託　長期継続契約　にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
279,106

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市福島区役所住民情報業務等委託　長期継続契約　にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
346,648

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市福島区役所住民情報業務等委託　長期継続契約　にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
2,638,386

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 窓口サービス課業務用　令和２年度電子レジスター保守点検業務委託契約にかかる委託料の支出について（令和２年４月分、令和２年５月分）
49,500

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金　市内出張等交通費の支出について（令和２年５月分）
390

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金　市内出張等交通費の支出について（令和２年５月分）
130

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金（現年還付加算金）の支出について（令和2年6月1回目）
3,400

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（滞納繰越・一般）の歳出還付について（令和2年6月1回目）
1,731,794

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 令和２年５月分　保険年金事業用コピー代金の支出について
7,336
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福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（５月分３回目･口座払）
9,905

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（５月分３回目･口座払）
100,000

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 マイナンバー通知カード・個人番号カードにかかる後納郵便料金（５月分）の支出について
2,408

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用　積み重ね式ブックスタンドほか１９点の購入にかかる消耗品費の支出について
54,930

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用 後納郵便料金（令和2年5月分）の支出について
856

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用 後納郵便料金（令和2年5月分）の支出について
34,298

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用 後納郵便料金（令和2年5月分）の支出について
18,180

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用 後納郵便料金（令和2年5月分）の支出について
28,483

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用 後納郵便料金（令和2年5月分）の支出について
156,798

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用 後納郵便料金（令和2年5月分）の支出について
28,766

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後期高齢事務用 受取人払後納郵便料金（令和2年5月分）の支出について
9,247

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用 後納郵便料金（令和2年5月分）の支出について
25,502

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後期高齢事務用 受取人払後納郵便料金（令和2年5月分）の支出について
2,485

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用 後納郵便料金（令和2年5月分）の支出について
6,982

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用 後納郵便料金（令和2年5月分）の支出について
16,528

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金（現年還付加算金）の支出について（令和2年6月2回目）
5,100

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（滞納繰越・一般）の歳出還付について（令和2年6月2回目）
1,454,624

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（６月分１回目･口座払）
177,919

福島区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（６月分１回目･口座払）
150,000

福島区役所 市民協働課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策プロジェクト事業にかかるクリアーホルダー外3点の購入経費の支出について
7,590

福島区役所 市民協働課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用　福島区地域防災リーダー装備品（上衣ほか８点）にかかる買入経費の支出について
373,472

福島区役所 市民協働課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用　災害用ヘルメットにかかる買入経費の支出について
48,400

福島区役所 市民協働課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課職員市内出張交通費の支出について（４月分）
640

福島区役所 市民協働課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立福島区民センター管理運営業務委託料の支出について（４月分）
2,318,965

福島区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 人権啓発推進事業にかかる備品（大判インクジェットプリンター）の購入経費の支出について
437,140

福島区役所 市民協働課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 地域安全防犯対策プロジェクトにかかる経費の支出について（青色防犯パトロール車両の修理業務委託）
33,110

福島区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民レクリエーション事業における消耗品（クリスタル楯　外１点）の購入経費の支出について
8,398

福島区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月４回目）
23,300

福島区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月１２回目）
2,880

福島区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月１回目）
1,300

福島区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月１３回目）
3,000

福島区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月１６回目）
1,200

福島区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月２回目）
2,400

福島区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月１５回目）
21,800

福島区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月１８回目）
1,700

福島区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月１９回目）
1,700

福島区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月１７回目）
1,700

福島区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月５回目）
2,160

福島区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月７回目）
1,800

福島区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月８回目）
3,600

福島区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月９回目）
3,600

福島区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月２０回目）
3,900

福島区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月１１回目）
3,400

福島区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月６回目）
30,720

福島区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月１４回目）
3,000

福島区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月１０回目）
26,160

福島区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月３回目）
2,160
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福島区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月２１回目）
67,540

福島区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（地域活動支援担当）にかかる料金後納郵便の支出について（５月分）
1,848

福島区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる料金後納郵便の支出について（５月分）
15,062

福島区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（地域活動支援担当）にかかる料金後納郵便の支出について（５月分）
1,512

福島区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月２５回目）
29,360

福島区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月２４回目）
42,840

福島区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月２３回目）
10,800

福島区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月２２回目）
9,300

福島区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月２６回目）
53,600

福島区役所 市民協働課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立福島区民センター管理運営業務委託料の支出について（５月分）
2,308,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費事業資金（特別保育用）６月分の支出について
10,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立野田保育所消耗品費事業資金（通常保育用）６月分の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費事業資金（通常保育用）６月分の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
10,010

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
3,225

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
770

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,678

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
9,433

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月02日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 大阪市母子福祉貸付金　修学資金第１四半期分の支払いについて
477,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
50,024

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
58,880

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,080

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
203,110

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,750

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 福島区ペアレントトレーニング事業にかかる講師謝礼の支出について（令和2年5月21日実施分）
28,960

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー代金の支出について（令和2年4月分）
25,431

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 令和２年５月分乳幼児健診等にかかる報償金の支出について
97,020

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用等市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
1,060

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用等市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
260

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務にかかる消耗品購入経費の支出について
8,250

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用等市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
540

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分２回目）
1,641

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 令和2年度 校長経営戦略支援予算（区担当教育次長執行枠）福島区小学校放課後校庭等見守りボランティア事業にかかる保険料の支払いについて
110

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 令和2年度 校長経営戦略支援予算（区担当教育次長執行枠）福島区小学校放課後校庭等見守りボランティア事業にかかる保険料の支払いについて
4,800

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,474

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 生活困窮者自立支援事業にかかる市内出張交通費の支出について（会計年度任用職員 令和２年４月分）
570

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和２年４月分）
12,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,500

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
4,500

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分）（2回目）
1,612

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分）（2回目）
3,597

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分）（2回目）
2,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分）（2回目）
600

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分）（2回目）
344

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,630

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分）（2回目）
1,050

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分）（2回目）
13,719
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福島区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
44,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和２年４月分）
5,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,500

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分）（2回目）
1,848

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分）（2回目）
2,246

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分）（2回目）
1,680

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区庁舎を活用した子育て支援事業にかかる講師謝礼5月分の支出について
18,720

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
14,950

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
64,968

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和２年４月分）
20,800

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和２年３月分）
15,499

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分）
25,847

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
197,574

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
57,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
11,206

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
18,119

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
184,150

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護扶助費の支出について（総合口座振替）
59,937

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護扶助費の支出について（総合口座振替）
10,080

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる６月定例払い・随時払い（２回目）保護費の支出について
50,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,500

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和２年５月分）
7,282

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 福島区ペアレントトレーニング事業にかかる講師謝礼の支出について（令和2年6月4日実施分）
28,960

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉事務用消耗品（テープカートリッジ外15件）購入経費の支出について
75,132

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年度民生委員・児童委員費用弁償金（第１四半期）の支出について
753,600

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,020

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
12,720

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年度民生委員・児童委員費用弁償金（第１四半期）の支出について
707,350

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
46,534

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる６月定例払い・随時払い（３回目）保護費の支出について
160,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 令和２年６月分ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について
24,900

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 令和２年６月分　すこチャレセミナー用講師料の支出について
14,200

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て教育）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和2年5月分）
350

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て教育）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和2年5月分）
94

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て教育）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和2年5月分）
6,862

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て教育）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和2年5月分）
28,824

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,880

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て教育）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和2年5月分）
168

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和２年５月分）
20,800

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和２年５月分）
17,050

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和２年４月分）
16,700

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる教材費の支出について（令和２年５月分）
120

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
2,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
6,090

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て教育）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和2年5月分）
2,250
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福島区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て教育）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和2年5月分）
20,578

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て教育）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和2年5月分）
389,696

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て教育）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和2年5月分）
1,954

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て教育）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和2年5月分）
1,578

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て教育）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和2年5月分）
6,482

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和２年５月分）
504

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和２年５月分）
2,856

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
44,191

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 生活保護業務及び生活困窮者自立相談支援事業にかかる通信運搬費（郵便代）の支出について（令和２年５月分）
2,772

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務にかかる通信運搬費（郵便代）の支出について〔受取人払い〕（令和２年５月分）
24,304

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務及び生活困窮者自立相談支援事業にかかる通信運搬費（郵便代）の支出について（令和２年５月分）
108,162

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる７月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
2,196,226

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる７月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
1,681,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる７月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
38,994

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる７月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
70,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる７月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
400,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和２年５月分）
262

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和２年５月分）
328

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和２年５月分）
168

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和２年５月分）
84

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和２年５月分）
2,196

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和２年５月分）
1,828

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和２年５月分）
504

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和２年５月分）
7,698

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費（６月分）にかかる支出について
1,195,740

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和２年５月分）
84

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 福島区役所保健事業等用軽四輪自動車（その４）の長期借入及び同経費の支出について（令和2年5月分）
13,970

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
96,925

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　令和２年５月分
786

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　令和２年５月分
3,408

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,800

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,500

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
22,385

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　受取人　令和２年５月分
13,485

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　令和２年５月分
47,306

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　令和２年５月分
1,038

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　令和２年５月分
84

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　令和２年５月分
4,604

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務適正化対策事業にかかる通信運搬費（携帯電話代）の支出について（令和２年５月分）
3,748

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和２年５月分）
15,500

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
4,500

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
32,701

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
4,500

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー代金の支出について（令和2年5月分）
24,714

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,950



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報
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福島区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和２年５月分）
5,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和２年５月分）
1,554

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,130

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,130

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,450

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和２年５月分）
12,400

福島区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,500

此花区役所 企画総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度此花区広報紙企画編集及び印刷業務委託にかかる経費にかかる支払いについて（令和２年５月号）
519,497

此花区役所 企画総務課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 扁平缶（ポリタンク）ほか２点（此花区役所）買入にかかる経費の支出について
102,740

此花区役所 企画総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅にかかる電話料金の支出について　令和２年５月分　払込書１通
3,027

此花区役所 企画総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 災害対策用職員住宅の什器借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
32,560

此花区役所 企画総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅にかかる不動産賃借料の支出について（令和２年７月分）
92,000

此花区役所 企画総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持用　ガス料金の支出について（令和２年６月分）
45,572

此花区役所 企画総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 耐水強化紙ほか16点の事務物品購入経費の支出について
36,707

此花区役所 企画総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 耐水強化紙ほか16点の事務物品購入経費の支出について
54,243

此花区役所 企画総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 耐水強化紙ほか16点の事務物品購入経費の支出について
50,163

此花区役所 企画総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
31,296

此花区役所 企画総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
800

此花区役所 企画総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,700

此花区役所 企画総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
9,450

此花区役所 企画総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （区庁舎設備維持用）大阪市此花区役所庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
426,250

此花区役所 企画総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 （一般管理用）平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（此花区役所）一式長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分）
251,397

此花区役所 企画総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 （一般管理用）LGWAN接続系利用パソコン等機器（此花区役所）一式長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分）
11,067

此花区役所 企画総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（平成27年度一括調達分）（再リース）の借上げにかかる経費の支出について（令和２年５月分）
8,250

此花区役所 企画総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 （一般管理用）令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（此花区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
293,898

此花区役所 企画総務課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 （ひとり親サポーター事業用）平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（此花区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分）
3,072

此花区役所 企画総務課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合調整担当用料金後納郵便料（令和２年５月分）の支出について
252

此花区役所 企画総務課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合調整担当用料金後納郵便料（令和２年５月分）の支出について
1,921

此花区役所 企画総務課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合調整担当用料金後納郵便料（令和２年５月分）【料金受取人払い】の支出について
109

此花区役所 企画総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事務用チェア（肘付き）ほか１点（此花区役所）買入にかかる経費の支出について
198,330

此花区役所 企画総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 （区庁舎設備維持用）此花区役所で使用する電気（高圧）料金の支出について（令和２年５月分）
415,893

此花区役所 企画総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（企画総務課一般管理用・統計調査事務用）の支出について（令和２年５月分）
928

此花区役所 企画総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 （一般管理用）区役所附設会館管理運営事業用及び此花区安全確保事業用　AED（自動体外除細動器）長期借入経費の支出について（60月）（令和２年５月分）
3,850

此花区役所 企画総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 （一般管理用）区役所附設会館管理運営事業用及び此花区安全確保事業用　AED（自動体外除細動器）長期借入経費の支出について（60月）（令和２年５月分）
4,840

此花区役所 企画総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 （一般管理用）区役所附設会館管理運営事業用及び此花区安全確保事業用　AED（自動体外除細動器）長期借入経費の支出について（60月）（令和２年５月分）
4,840

此花区役所 企画総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（企画総務課一般管理用・統計調査事務用）の支出について（令和２年５月分）
24,180

此花区役所 企画総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務用）の支出について（令和２年５月分）
420

此花区役所 企画総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務用）の支出について（令和２年５月分）
2,856

此花区役所 企画総務課 令和02年06月24日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 （区庁舎設備維持用）此花区役所で使用する電気（高圧）料金の支出について（令和２年５月分）
9,240

此花区役所 企画総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 映像等による魅力発信事業用　ワイヤレスネットワーク通信料の支出について（令和２年５月分）
4,178

此花区役所 企画総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 （一般管理用）市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
3,682

此花区役所 企画総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （一般管理用）令和２年５月分　コピー代金の支出について（請求書６通）
70,310

此花区役所 企画総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 総合調整担当用タブレット使用料（令和２年５月分）の支出について
7,924

此花区役所 企画総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金の支出について　令和２年６月分　払込書１通
16,502

此花区役所 企画総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用（住情　市民局証明書発行システム用）　電話料金の支出について　令和２年度６月分　払込書１通
3,885
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此花区役所 企画総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度此花区広報紙企画編集及び印刷業務委託にかかる支払いについて（令和２年６月号）
519,497

此花区役所 企画総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度此花区広報紙全戸配布業務委託契約にかかる経費の支出について（令和２年５月号）
210,292

此花区役所 市民協働課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子どもたちの未来のために！！事業　家庭学習サポーターの報償金の支出について（４月分）
134,640

此花区役所 市民協働課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度　大阪市青少年指導員活動交付金にかかる支出について
633,000

此花区役所 市民協働課 令和02年06月11日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （過年度還付）此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（5/7 8 11 12 13 14 15 16 17 会議室　夜間　平日）
13,180

此花区役所 市民協働課 令和02年06月11日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （過年度還付）此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（5/7 5/14 会議室　夜間　平日）【新型コロナ対応】
2,600

此花区役所 市民協働課 令和02年06月11日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （過年度還付）此花区役所附設会館使用料にかかかる還付金の支出について（4/9 会議室　午前　平日）【新型コロナ臨時休館】
1,000

此花区役所 市民協働課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子どもたちの未来のために！！事業における「EXテスト(国語・算数)」購入にかかる経費の支出について（１学期４月分）
1,298,900

此花区役所 市民協働課 令和02年06月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （過年度還付）此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（5/12 会議室　午前・午後　平日）【新型コロナ臨時休館】
6,300

此花区役所 市民協働課 令和02年06月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （過年度還付）此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（5/16 会議室　午後　休日）【新型コロナ対応】
1,560

此花区役所 市民協働課 令和02年06月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （過年度還付）此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（5/7 5/14 会議室　午前・午後　平日）【新型コロナ臨時休館】
3,000

此花区役所 市民協働課 令和02年06月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （過年度還付）此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（5/9 5/10 午前・午後　休日）【新型コロナ臨時休館】
11,520

此花区役所 市民協働課 令和02年06月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （過年度還付）此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（5/14 会議室　午後　平日）【新型コロナ臨時休館】
4,300

此花区役所 市民協働課 令和02年06月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （過年度還付）此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（5/12 会議室　午前・午後　平日）【新型コロナ臨時休館】
1,500

此花区役所 市民協働課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 環境創造プロジェクト（小中学校における環境に関する活動支援事業）にかかる花苗購入経費の支出について（納入期限令和2年6月5日39ケース分）
89,232

此花区役所 市民協働課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分　決議番号３～８分）
8,000

此花区役所 市民協働課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分　決議番号３～８分）
3,360

此花区役所 市民協働課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分　決議番号３～８分）
1,200

此花区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 【過年度還付】此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（7/5 8/9 会議室　午前・午後　休日）
3,600

此花区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 【過年度還付】此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（5/21 5/28　会議室　夜間　平日）【新型コロナ対応】
3,100

此花区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 【過年度還付】此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（4/22 会議室　夜間　平日）【新型コロナ臨時休館】【減額】
1,440

此花区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 【過年度還付】此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（6/14 6/27 会議室　午後　休日）
7,200

此花区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 【過年度還付】此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（5/14 会議室　午前　平日）【新型コロナ臨時休館】
1,000

此花区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 【過年度還付】此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（5/25 26 27 28 29 会議室　夜間　平日）【新型コロナ対応】
6,500

此花区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 【過年度還付】此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（4/24 ホール　夜間　平日　4/25 ホール　全日　休日）【新型コロナ臨時休館】
77,480

此花区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 【過年度還付】此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（5/10　会議室　午後・夜間　休日）【新型コロナ臨時休館】
3,360

此花区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 【過年度還付】此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（5/18 5/19 5/20 5/21 会議室　午後・夜間　平日）【新型コロナ対応】
6,800

此花区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 【過年度還付】此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（5/27 会議室　午後　平日）【新型コロナ対応】
3,000

此花区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 【過年度還付】此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（5/31 会議室　午前・午後　休日）【新型コロナ対応】
5,760

此花区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 【過年度還付】此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（5/26 会議室　午前・午後　平日）【新型コロナ対応】
6,300

此花区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 【過年度還付】此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（5/19 5/26 会議室　午前・午後　平日）【新型コロナ対応】
3,000

此花区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 【過年度還付】此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（5/16 5/21 5/28）【新型コロナ対応】
6,280

此花区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 【過年度還付】此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（8/1 ホール　午後・夜間　休日）
29,640

此花区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 【過年度還付】此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（5/21 5/28 会議室　午前・午後　平日）【新型コロナ対応】
3,000

此花区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 【過年度還付】此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（4/9 4/16 4/23 会議室　夜間　平日）【新型コロナ臨時休館】
4,400

此花区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 【過年度還付】此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（5/21 会議室　午後　平日）【新型コロナ対応】
4,300

此花区役所 市民協働課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子どもたちの未来のために！！事業における「EXテスト(国語・算数)」購入にかかる経費の支出について（１学期５月分）
620

此花区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（国勢調査）５月分の支出について
580

此花区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 【過年度還付】此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（6/13 会議室　午後　休日）【新型コロナ対応】
1,560

此花区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 【過年度還付】此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（7/2 9 30 8/6 20 9/3 10 17　会議室　午後　平日）【新型コロナ対応】
34,400

此花区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 【過年度還付】此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（6/24　会議室　午後　平日）【新型コロナ対応】
3,000

此花区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 【過年度還付】此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（6/18 6/25 会議室　午後　平日）【新型コロナ対応】
8,600

此花区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 【過年度還付】此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（6/26 会議室　午後　平日）【新型コロナ対応】
1,800

此花区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 【過年度還付】此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（6/1外21日　会議室　午後・夜間　平日）【新型コロナ対応】
23,280

此花区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 【過年度還付】此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（7/15 29 8/5 19 26 会議室　夜間　平日）
21,500

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の資金前渡金の支出について（令和２年６月分）
420,000

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金　6月分支払資金の支出について
40,000
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此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金　6月分支払資金の支出について
10,000

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（令和２年５月支給決定分）
45,634

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（令和２年４月支給決定分・２回目）
798,974

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 （マイナンバー事務用）ハガキサイズ用紙の購入経費の支出について
2,640

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月11日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
19,171

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張交通旅費の支出について（５月分）
920

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市此花区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
401,871

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市此花区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
401,871

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市此花区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
3,120,243

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市此花区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
3,120,243

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便（５月分）の支出について
6,994

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便（５月分）の支出について
2,445

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便（５月分）の支出について
46,484

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便料金（５月分保険担当返信用）の支出について
569

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便料金（５月分保険担当返信用）の支出について
4,270

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便（５月分）の支出について
78,574

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便（５月分）の支出について
50,261

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便料金（５月分保険担当返信用）の支出について
9,394

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便（５月分）の支出について
12,201

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便料金（５月分管理担当返信用）の支出について
14,775

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便（５月分）の支出について
26,378

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業用　料金後納郵便（５月分）の支出について
30,129

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（令和２年６月処理分）
400,000

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務にかかる料金後納郵便料金（５月分）の支出について
22,323

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務にかかる料金後納郵便料金（５月分）の支出について
39,172

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学通知書等の発送にかかる料金後納郵便料金（5月分）の支出について
518

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料等にかかる還付加算金（口座）の支出について
1,400

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
3,626,478

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金（５月分）の支出について
4,159

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金（５月分）の支出について
1,801

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金（５月分）の支出について
278

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金（５月分）の支出について
3,744

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金（５月分）の支出について
415

此花区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（令和２年６月支給決定分）
752,906

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
24,400

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
148,371

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
40,417

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
10,178

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
13,667

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
16,830

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
213,800

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
21,840

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所にかかる消耗品費事業資金の支出について（令和2年6月分）
10,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所にかかる消耗品費事業資金の支出について（令和2年6月分）
30,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立酉島保育所にかかる消耗品費事業資金の支出について（令和2年6月分）
30,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成費の支出について
240,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
124,228
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此花区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について（４月から５月分）
88,408

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について（４月から５月分）
222,930

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
8,268

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
426,816

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料の支出について
101,530

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
41,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費の支出について
10,804

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
4,240

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
195,767

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
48,363

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
43,680

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
935,350

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
30,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種にかかる医師報償金の支出について（ＢＣＧ令和２年５月分）
24,900

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3か月児健診にかかる報償金の支出について（令和２年５月実施分）
24,900

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
593,865

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
58,074

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
47,753

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
47,753

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について（４月から５月分）
423,688

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
4,923

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
2,475

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
36,602

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による介護保険料の支出について
3,294

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊娠検査料の支出について
630

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
10,846

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料の支出について
102,960

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
22,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費の支出について
3,457

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
3,500

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
7,170

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
11,590

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
472,490

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
1,680

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,246

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について（４月から５月分）
95,347

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
20,800

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
164,708

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料の支出について
82,060

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
1,100

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
79,647

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,500

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,500

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
28,400

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
20,590
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此花区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報償費　報償金 子ども家庭支援員活動費の支出について（令和２年４月～５月分）
5,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 発達相談事業にかかる報償金の支出について（令和２年６月実施分）
62,900

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業にかかる市内出張交通費（令和２年５月分）の支出について
1,030

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 介護保険担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（令和2年4月～5月分）
1,364

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
2,689

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助の支出について
16,830

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助の支出について
49,020

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業にかかる市内出張交通費（令和２年５月分）の支出について
1,150

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 介護保険担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（令和2年4月分）
1,180

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
252

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
6,652

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
4,910

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
840

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,176

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
84

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
4,520

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
3,446

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
2,788

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
6,354

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
323,044

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
2,960

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
346

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
4,728

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
84

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 令和２年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
5,706

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和２年５月分）の支出について
196

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和２年５月分）の支出について
1,260

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和２年５月分）の支出について
346

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和２年５月分）の支出について
84

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和２年５月分）の支出について
280

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和２年５月分）の支出について
2,268

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和２年５月分）の支出について
84

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和２年５月分）の支出について
4,374

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和２年５月分）の支出について
588

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3か月児健診にかかる報償金の支出について（令和２年６月実施分）
24,900

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和２年５月分）の支出について
10,856

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和２年５月分）の支出について
84

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費７月分資金前渡金の支出について
10,000,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費７月分資金前渡金の支出について
6,000,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費７月分資金前渡金の支出について
200,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費７月分資金前渡金の支出について
500,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所にかかる賄材料費の支出について（令和2年6月分）
1,267,400

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和２年４月～５月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
607

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課(地域福祉）事務用品購入経費（カラーコピー用紙外２２点）の買入について
6,930

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課(地域福祉）事務用品購入経費（カラーコピー用紙外２２点）の買入について
3,136

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課(地域福祉）事務用品購入経費（カラーコピー用紙外２２点）の買入について
825

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課(地域福祉）事務用品購入経費（カラーコピー用紙外２２点）の買入について
5,307
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此花区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について（４月から７月分）
202,510

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（単価契約）の支出について（令和２年５月分）
7,894

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
1,344

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
2,390

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年４月～５月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
414

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 令和２年４月～５月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
360

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 令和２年４月～５月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
1,209

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課(地域福祉）事務用品購入経費（カラーコピー用紙外２２点）の買入について
13,194

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課(地域福祉）事務用品購入経費（カラーコピー用紙外２２点）の買入について
10,934

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 令和２年４月～５月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
160

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課(地域福祉）事務用品購入経費（カラーコピー用紙外２２点）の買入について
1,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課(地域福祉）事務用品購入経費（カラーコピー用紙外２２点）の買入について
6,706

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課(地域福祉）事務用品購入経費（カラーコピー用紙外２２点）の買入について
28,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
63,982

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
2,670

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
5,164

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
1,236

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）虐待対応用携帯電話の利用料の支出について（令和２年５月分）
2,789

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 保健福祉センター事業用タブレット端末の利用料金（令和２年５月分）の支出について
7,924

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償(第１四半期)の支出について
911,625

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
83,600

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
23,980

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
175,442

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償(第１四半期)の支出について
865,375

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 生活保護事務にかかる会計年度任用職員の市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
1,200

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 生活保護事務にかかる会計年度任用職員の市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
1,200

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
154,000

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事業にかかる料金後納郵便料５月分の支出について
296,269

此花区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6ヶ月児健診にかかる報償金の支出について（令和２年６月実施分）
105,900

中央区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料の支出について（４月分）
558,951

中央区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料の支出について（４月分）
50,130

中央区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料の支出について（４月分）
17,545

中央区役所 総務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）（内訳書決議番号8、203、402）
20,000

中央区役所 総務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）（内訳書決議番号8、203、402）
11,759

中央区役所 総務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用日付差替コマセット外12点の購入経費の支出について
125,400

中央区役所 総務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）（内訳書決議番号8、203、402）
18,900

中央区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（中央区役所）一式長期借入（令和元年度契約）の経費の支出について（令和２年５月分）
408,727

中央区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（中央区役所）一式長期借入（平成29年度契約）の経費の支出について（令和２年５月分）
174,451

中央区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報端末賃借業務の経費の支出について（令和２年５月分）
27,280

中央区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入（再リース）の経費の支出について（令和２年５月分）
11,000

中央区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所デジタル印刷機長期借入業務の経費の支出について（令和２年５月分）
6,655

中央区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務事務用市内出張旅費の支出について（４月分）
6,584

中央区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（令和２年５月分）
3,417

中央区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（令和２年５月分）
306

中央区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（令和２年５月分）
107

中央区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区役所庁舎にかかる清掃業務委託　長期継続（平成３１年３月１日～令和４年２月２８日）の経費の支出について（令和２年５月分）
374,000

中央区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（令和２年５月分）
3,879
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中央区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（令和２年５月分）
22,940

中央区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（令和２年５月分）
7,845

中央区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（令和２年５月分）
46,392

中央区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料（常用電話）の支出について（５月分）
98,538

中央区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度中央区総合庁舎産業廃棄物搬出処理業務の支出について（５月分）
15,339

中央区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器長期借入経費の支出について（5月分）
8,154

中央区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 2020年工業統計調査にかかる郵便料金（後納料金）【東－差】【レターパック】の支出について（令和２年５月分）
33,670

中央区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 令和2年国勢調査にかかる郵便料金（後納料金）【差出人後納払（調査員募集案内）】の支出について（５月分）
19,572

中央区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 令和2年国勢調査にかかる郵便料金（後納料金）【受取人後納払（調査員募集回答書）】の支出について（５月分）
792

中央区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（令和２年５月分）
1,955

中央区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（令和２年５月分）
3,955

中央区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料（常用電話）の支出について（５月分）
8,837

中央区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（令和２年５月分）
684

中央区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（令和２年５月分）
1,384

中央区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料（常用電話）の支出について（５月分）
3,093

中央区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 中央区役所来庁者駐車場監視盤更新作業の経費の支出について
892,100

中央区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用料金後納郵便料金の支出について（【東－差】令和２年５月分）
84

中央区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用料金後納郵便料金の支出について（【東－差】令和２年５月分）
3,276

中央区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用（総務・生活支援・保健担当・住民登録）コピー代金の支出について（５月分）
58,995

中央区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（５月分）
29,765

中央区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便の支出について（５月分）
1,010

中央区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画グループにかかる郵送経費（料金後納郵便）の支出について（令和2年5月分）
790

中央区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画グループにかかる郵送経費（料金後納郵便）の支出について（令和2年5月分）
474

中央区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所業務用モバイルwi-fiルータの通信料金の支出について（令和２年５月分）
1,387

中央区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
91,078

中央区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中長期在留者住居地届出等事務にかかる申請書等発送用後納郵便料金の支出について（５月）
1,890

中央区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（令和２年５月分）
733

中央区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 令和２年度　中央区広報紙「広報ちゅうおう」企画編集及び印刷業務委託（概算契約）経費の支出について（令和2年6月号分）
457,756

中央区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料（戸籍広域用）の支出について（５月分）
1,874

中央区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　中央区広報紙「広報ちゅうおう」全戸配布業務委託（概算契約）経費の支出について（令和2年5月号分）
675,835

中央区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（令和２年５月分）
190,227

中央区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（令和２年５月分）
893,188

中央区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料の支出について（５月分）
485,464

中央区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度中央区総合庁舎雑排水槽清掃にかかる産業廃棄物処理業務（概算契約）の経費の支出について（１回目）
11,880

中央区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度中央区総合庁舎にかかる一般廃棄物搬出処理業務の経費の支出について（令和２年５月分）
2,577

中央区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 報償費　報償金 ２０２０年工業統計調査に係る調査員報酬の支出について
151,780

中央区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（令和２年５月分）
80,106

中央区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料の支出について（５月分）
43,539

中央区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（令和２年５月分）
28,037

中央区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料の支出について（５月分）
15,238

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金の支出について（一般・６月分）
200,000

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金の支出について（マル退・６月分）
3,000

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（令和２年５月第１回支給決定分）
200,000

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（令和２年５月第１回支給決定分）
887,550

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 住民情報業務等にかかる大阪市中央区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）経費の支出について（令和２年４月分）
608,888

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住民情報業務等にかかる大阪市中央区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）経費の支出について（令和２年４月分）
4,659,143

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用　印鑑ホルダー補充カートリッジ外５点の購入経費の支出について
520
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中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用　印鑑ホルダー補充カートリッジ外５点の購入経費の支出について
44,600

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用　印鑑ホルダー補充カートリッジ外５点の購入経費の支出について
42,000

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・還付加算金)　６月分１回目
1,100

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　６月分１回目
1,852,478

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　６月分２回目
361,674

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　６月分３回目
185,992

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　６月分４回目
95,459

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・還付加算金)　６月分２回目
1,200

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　６月分５回目
184,625

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用後納郵便料金の支出について【南－差】(令和２年５月分)
52,138

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用後納郵便料金の支出について【東－差】(令和２年５月分)
15,352

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用料金受取人払郵便料金の支出について【東－受】(令和２年５月分)
28,975

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用後納郵便料金の支出について【南－差】(令和２年５月分)
7,210

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用後納郵便料金の支出について【東－差】(令和２年５月分)
164,520

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（令和２年６月第１回支給決定分）
191,261

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　６月分６回目
18,525

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用コピー代金の支出について（令和２年５月分）
9,903

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・還付加算金)　６月分３回目
1,100

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　６月分７回目
291,508

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 個人番号カード交付事務にかかる交付通知書等発送用料金後納郵便の支出について（令和２年５月分）
10,490

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）業務用後納郵便料金の支出について(５月分・東局)
2,920

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）業務用後納郵便料金の支出について(５月分・東局)
77,500

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険資格・賦課事務用受取人払郵便料金の支出について（５月分）
51,438

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）業務用後納郵便料金の支出について(５月分・東局)
142,088

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・還付加算金)　６月分４回目
1,700

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　６月分８回目
169,183

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　６月分９回目
320,834

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）業務用後納郵便料金の支出について(５月分・東局)
14,220

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）業務用後納郵便料金の支出について(５月分・東局)
13,120

中央区役所 窓口サービス課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出・一般分)　６月分１０回目
180,498

中央区役所 市民協働課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づく事務用コピー代金の支出について（４月分）
10,588

中央区役所 市民協働課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づく事務用コピー代金の支出について（４月分）
3,440

中央区役所 市民協働課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づく事務用コピー代金の支出について（４月分）
1,764

中央区役所 市民協働課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯関係事業に係る地域安全防犯業務用携帯電話利用料の支出について（４月分）
1,667

中央区役所 市民協働課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づく事務用コピー代金の支出について（４月分）
117

中央区役所 市民協働課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度　外国籍児童生徒サポート事業に係る報償金の支出について（４月分）
10,000

中央区役所 市民協働課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分・内訳書決議番号３０１）
420

中央区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯関係事業に係る業務用被服の購入経費の支出について
273,900

中央区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 中央会館既納使用料の還付について（４月21日～４月23日還付請求分）
66,320

中央区役所 市民協働課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館管理運営事業にかかる指定管理者への業務代行料の支出について（第１回分）
23,655,510

中央区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 中央区民センター既納使用料の還付について（４月19日～４月28日還付請求分）
56,000

中央区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度中央区放置自転車啓発指導等業務委託経費の支出について（５月分）
154,858

中央区役所 市民協働課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づく事務用コピー代金の支出について（５月分）
10,389

中央区役所 市民協働課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づく事務用コピー代金の支出について（５月分）
4,615

中央区役所 市民協働課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づく事務用コピー代金の支出について（５月分）
862

中央区役所 市民協働課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
4,956

中央区役所 市民協働課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯関係事業に係る地域安全防犯業務用携帯電話利用料の支出について（5月分）
1,667
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中央区役所 市民協働課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（５月分）
2,268

中央区役所 市民協働課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づく事務用コピー代金の支出について（５月分）
78

中央区役所 市民協働課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（５月分）
280

中央区役所 市民協働課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
24,220

中央区役所 市民協働課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
252

中央区役所 市民協働課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
282

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 令和２年度市立保育所消耗品費（特別保育用）の支出について（６月分）
10,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 令和２年度市立保育所消耗品費（通常保育用）の支出について（６月分）
30,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和２年度各種保健事業実施用市内出張交通費の支出について（４月分）
3,190

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
54,065

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
15,750

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
5,192

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
32,420

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
149,600

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
36,941

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
11,590

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
2,150

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
18,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
1,650

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
2,920

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
423,881

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当・特例給付の未支払い請求にかかる支払いについて（令和２年２月～令和２年４月分）
45,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当・特例給付の未支払い請求にかかる支払いについて（令和２年２月～令和２年４月分）
30,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
97,363

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
114,011

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
148,824

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
20,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
46,450

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
44,330

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
17,800

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
13,750

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
15,400

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業所等支援事業費（住宅改修支援費）の支出について
2,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
3,594

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 発達相談及び3歳児2次健診（眼科・耳鼻科）にかかる報償金の支出について（令和２年４月分）
62,900

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3ヶ月児健診にかかる報償金の支出について（令和２年４月２４日分）
74,700

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3ヶ月児健診にかかる報償金の支出について（令和２年４月２１日分）
99,600

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３か月児健診にかかる報償金の支出について（令和２年５月１９日分）
99,600

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３か月児健診にかかる報償金の支出について（令和２年５月１２日分）
74,700

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
169,960

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
162,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
15,264

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
20,800

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
12,420

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
126,500

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
28,934

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
5,870
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中央区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
27,357

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
37,146

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
8,510

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
11,880

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
15,090

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
3,300

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
18,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
22,300

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
12,730

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
237,350

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 令和２年度市立保育所にかかる給間食費の支出について（６月分）
904,820

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）決議番号３～４
5,865

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）決議番号３～４
5,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
1,702

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
500

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
5,400

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
1,600

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
5,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
100

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
300

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
600

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
18,519

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
5,378

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
50,913

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
12,820

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　住宅扶助（更新保証料）の支出について
10,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
17,288

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（福祉用具購入・住宅改修）の支出について
12,535

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
5,120

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
9,240

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
520

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
5,300

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
1,500

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
220

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
2,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
1,300

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
5,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
500

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）（内訳書決議番号401）
166

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
100

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3ヶ月児健診にかかる報償金の支出について（令和２年５月２２日分）
74,700

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
58,074

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
22,760
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中央区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
17,800

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
16,680

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
17,420

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
12,030

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
77,330

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
17,800

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
159,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
154,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
17,800

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
17,800

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
17,260

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
17,800

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
15,680

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
17,800

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
17,370

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
4,180

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
16,350

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
17,800

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
16,680

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業にかかる報償金の支出について（令和２年５月分）
49,800

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
35,841

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
147,880

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
123,420

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
8,492

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
6,356

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
33,610

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
7,042

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
20,800

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
21,571

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
3,165

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（福祉用具）の支出について
1,980

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
12,140

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料・検査料）の支出について
25,200

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（治療材料費）の支出について
24,645

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
7,720

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
960

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
18,700

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
213,270

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業実施用後納郵便料の支払いについて（令和２年５月分）
3,024

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
520

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 令和２年７月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
12,000,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 令和２年７月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
8,000,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 令和２年７月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
200,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 令和２年７月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
500,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業実施用後納郵便料の支払いについて（令和２年５月分）
430

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業実施用後納郵便料の支払いについて（令和２年５月分）
924

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業実施用後納郵便料の支払いについて（令和２年５月分）
980
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中央区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業実施用後納郵便料の支払いについて（令和２年５月分）
9,260

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援・保育グループ）業務にかかる出張旅費の支出について（５月分）
828

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
16,710

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
24,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
84

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
1,550

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第1四半期分）の支払いについて
937,925

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
420

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
487

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
3,696

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
808

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
3,220

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・南局分）
6,488

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
6,518

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
82,878

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
79,180

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
88,960

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・南局分）
84

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
1,664

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
3,164

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
168

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・南局分）
336

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・南局分）
5,738

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
31,606

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
267,671

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
73,777

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
5,447

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
45,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
8,830

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
6,490

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
3,916

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
8,775

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
10,580

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
1,360

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
16,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
9,000

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
443,813

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
2,854

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・南局分）
84

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・南局分）
1,176

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
168

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第1四半期分）の支払いについて
880,425

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
20,198

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・南局分）
346

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・南局分）
1,260

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
262,305

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・南局分）
145,575
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中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
8,242

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
4,303

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・南局分）
84

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
336

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・南局分）
420

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
2,498

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（５月分）の支出について
2,520

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
53,546

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用受取人払後納郵便料金の支出について（５月分）
17,679

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（５月分）の支出について
1,259

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,820

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・南局分）
2,518

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
84

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ及び子育て支援・保育グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
2,814

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 母子同行受診児の緊急入院搬送に係るタクシー代（立替払）の支出について
3,170

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 中央区保健福祉センター事業用普通自動車長期借入経費の支出について（令和2年5月分）
44,550

中央区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料・検診料）の支出について
16,690

西区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持用電気料金の支出について（令和２年４月分）
785,926

西区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各課事務用ひかり電話並びにフレッツ光使用料の支出について（４月使用分）
16,502

西区役所 総務課 令和02年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度西区広報紙企画編集業務にかかる委託経費の支出について（令和2年6月号）
275,000

西区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各課事務用コピー代の支出について（令和２年４月分）
184,813

西区役所 総務課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
987

西区役所 総務課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,772

西区役所 総務課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
140

西区役所 総務課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,850

西区役所 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 令和２年度西区広報紙新聞折込広告業務委託にかかる経費の支出について（令和２年６月号）
143,349

西区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 区役所管理運営用令和２年度庁内保育施設設置に伴う財産処分に係る国庫納付金の支出について
463,130

西区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 令和２年度西区広報紙印刷業務にかかる印刷経費の支出について（令和２年６月号）
302,016

西区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所管理運営用令和２年度西区役所庁舎内ケーブルテレビ視聴料の支出について（５月分）
1,650

西区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所管理運営用平成29年度LGWAN接続系利用パソコン等機器（西区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
8,154

西区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所管理運営用庁内情報利用パソコン用カラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
9,900

西区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所管理運営用平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
135,096

西区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所管理運営用平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（西区役所）一式長期借入（再リース）にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
17,600

西区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所管理運営用令和２年度点字プリンタ等一式の再リースにかかる経費の支出について（５月分）
4,565

西区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
168

西区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
4,452

西区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 ひとり親家庭サポーター用平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
3,072

西区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用西区役所１階男子トイレ等修繕にかかる経費の支出について
63,470

西区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生涯学習用令和２年度西区生涯学習ルーム事業の業務委託にかかる経費の支出について
294,000

西区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各課事務用コピー代の支出について（令和２年５月分）
181,422

西区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
5,818

西区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
2,140

西区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
580

西区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
1,512

西区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区における人権啓発推進事業用市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
958

西区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用障がい者の就業訓練を目的とした西区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）の経費の支出について（令和２年５月分）
442,860

西区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 障がい福祉サービス等事業用iOS搭載タブレット端末長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
12,216
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西区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所管理運営用令和元年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
361,350

西区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用令和２年度新聞未購読世帯への西区広報紙配付業務委託にかかる委託経費の支出について（令和２年６月号）
122,493

西区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 災害補償費　災害補償費 大阪市非常勤職員公務災害等補償条例に基づく障害補償費の支出について
2,809,376

西区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持用電気料金の支出について（令和２年５月分）
853,316

西区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各課事務用ひかり電話並びにフレッツ光使用料の支出について（５月使用分）
16,502

西区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用令和２年度西区総合庁舎産業廃棄物搬出処理業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（５月分）
10,632

西区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用令和２年度西区総合庁舎一般廃棄物収集運搬業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（５月分）
6,475

西区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 区役所管理運営用令和２年度防火管理者講習受講に伴う経費の支出について（令和2年7月20・21日実施分）
8,000

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍広域証明書発行用ＦＡＸ回線使用料の支出について（令和２年４月分）【令和２年５月請求分】
3,885

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金の支出について（６月分）
80,000

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金の支出について（６月分）
20,000

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西区役所住民情報業務等委託における業務委託料の支出について（令和２年４月分）
479,651

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西区役所住民情報業務等委託における業務委託料の支出について（令和２年４月分）
3,888,770

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の還付加算金（５月分１回目）の支出について
3,100

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支出について
399,798

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支出について
150,000

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支出について（５月分１回目）
4,342,812

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険給付費返還金過誤納額還付金の支出について
3,724

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険給付費返還金過誤納額還付金の支出について
2,176

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支出について（６月分１回目）
398,324

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
15,550

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
20,000

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
12,980

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支出について
298,109

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支出について
404,000

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支出について
53,643

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金担当）事務用市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
720

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）令和２年５月分郵送料（発送用）の支出について
2,380

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）令和２年５月分郵送料（発送用）の支出について
59,594

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）令和２年５月分郵送料（発送用）の支出について
140

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）令和２年５月分郵送料（収受用）の支出について
37,717

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）令和２年５月分郵送料（発送用）の支出について
40,450

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）令和２年５月分郵送料（発送用）の支出について
26,674

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）令和２年５月分郵送料（発送用）の支出について
4,316

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）令和２年５月分郵送料（発送用）の支出について
10,804

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用デジタル複写機コピー料金（5月分）の支出について
22,260

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課管理担当5月分国民健康保険事務用後納郵便料金（文書発送）の支出について
277,165

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課管理担当5月分国民健康保険事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について
32,964

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍関係事務にかかる後納郵便料金（令和２年５月分）の支出について
12,966

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍関係事務にかかる後納郵便料金（令和２年５月分）の支出について
51,138

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 特別永住者関係事務にかかる後納郵便料金（令和２年５月分）の支出について
990

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学関係事務にかかる後納郵便料金（令和２年５月分）の支出について
840

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支出について
182,013

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支出について（６月分１回目）
2,600,344

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西区役所住民情報業務等委託における業務委託料の支出について（令和２年５月分）
479,651

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西区役所住民情報業務等委託における業務委託料の支出について（令和２年５月分）
3,888,770

西区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍広域証明書発行用ＦＡＸ回線使用料の支出について（令和２年５月分）【令和２年６月請求分】
3,885
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西区役所 地域支援課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和元年度区役所附設会館既納使用料の過年度支出における還付用資金の支出について
4,046,000

西区役所 地域支援課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和2年度西区青少年指導員連絡協議会活動交付金の支出について
1,422,000

西区役所 地域支援課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全運動推進事業用高年者交通安全リーダー証の買入経費の支出について
7,150

西区役所 地域支援課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援課事務用後納郵送料の支出について（5月分）
250

西区役所 地域支援課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策用携帯電話料金の支出について（５月分）
6,608

西区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
13,750

西区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
9,000

西区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
17,050

西区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（特別保育）の支出について（令和2年6月分）
10,000

西区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育）の支出について（令和2年6月分）
30,000

西区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,314

西区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
45,650

西区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
22,550

西区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
24,000

西区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

西区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

西区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
48,534

西区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,154

西区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
23,871

西区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
203,710

西区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
242,620

西区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
75,194

西区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
24,600

西区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
41,730

西区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
242,620

西区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
132,042

西区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,246

西区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
198,870

西区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
18,230

西区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
33,856

西区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
5,000

西区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
16,800

西区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,400

西区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
120,810

西区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
3,300

西区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
97,185

西区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
410

西区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
162

西区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
350

西区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
107,089

西区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
17,800

西区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
19,600

西区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
2,284

西区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
948

西区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
135,024

西区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費の支出について
15,730

西区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
17,303
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西区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
196,215

西区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

西区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
89,000

西区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
104,410

西区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
15,250

西区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
13,570

西区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
65,636

西区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
116,588

西区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
20,880

西区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
177,015

西区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（５月２２日実施分）
99,600

西区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
2,550

西区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
233,480

西区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（令和２年５月分）
149,400

西区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費事業資金の支出について（令和2年6月分）
954,540

西区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（5月分）の支出について
3,692

西区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（5月分）の支出について
524

西区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（5月分）の支出について
10,584

西区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（5月分）の支出について
718

西区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（5月分）の支出について
5,580

西区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（5月分）の支出について
1,134

西区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（5月分）の支出について
2,364

西区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（5月分）の支出について
3,750

西区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（5月分）の支出について
11,270

西区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務に係る後納郵便料金、受取人払郵便料金の支出について（令和２年５月分）
216,175

西区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（5月分）の支出について
3,034

西区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（5月分）の支出について
6,844

西区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（5月分）の支出について
10,810

西区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（5月分）の支出について
18,360

西区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（5月分）の支出について
4,182

西区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（5月分）の支出について
168

西区役所 保健福祉課 令和02年06月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（5月分）の支出について
252

西区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（5月分）の支出について
4,536

西区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（5月分）の支出について
280

西区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
588

西区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による７月分生活保護費の支出について
10,000,000

西区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による７月分生活保護費の支出について
8,000,000

西区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による７月分生活保護費の支出について
200,000

西区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
1,366,842

西区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による７月分生活保護費の支出について
400,000

西区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
168

西区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
94

西区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
5,168

西区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
168

西区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
3,486

西区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
12,274

西区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用デジタル複写機コピー料金の支出について（令和２年５月分）
1,716
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西区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（５月分）の支出について
37,192

西区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金受取人払後納郵便料（５月分）の支出について
12,135

西区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（５月分）の支出について
3,420

西区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（５月分）の支出について
336

西区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
357,195

西区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第1四半期）の支出について
1,039,500

西区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
47,488

西区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
368,727

西区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
81,726

西区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 老人保護措置施設入所面接のための施設訪問にかかる管外出張費の支出について
1,900

西区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
894,428

西区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第1四半期）の支出について
978,250

西区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,343

西区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について（代理受領方式）
61,880

西区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

西区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
37,493

西区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
239,524

西区役所 きずなづくり課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 きずなづくり課事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
240

西区役所 きずなづくり課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 きずなづくり課事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（令和２年４・５月分）
198

港区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用電話通話料（NTTコム）の支出について（令和２年４月分）
1,076

港区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用電話通話料（市民局証明書発行システム）の支出について（令和２年４月分）
3,885

港区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用電話通話料（一般分）の支出について（令和２年４月分）
2,752

港区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用ひかり電話使用料の支出について（令和２年４月分）
16,502

港区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎内事務用ファクシミリ使用料の支出について（令和２年４月分）
2,752

港区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁内案内用タブレット端末の通信料の支出について（利用期間　令和2年4月1日～令和2年4月30日)
5,392

港区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所産業廃棄物収集運搬処分業務委託料の支出について（令和２年４月分）
10,789

港区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（令和２年４月分）
3,608

港区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 区役所一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（令和２年４月分）
441

港区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 区役所産業廃棄物収集運搬処分業務委託料の支出について（令和２年４月分）
1,319

港区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 区役所一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（令和２年４月分）
235

港区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 区役所産業廃棄物収集運搬処分業務委託料の支出について（令和２年４月分）
704

港区役所 総務課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
407,528

港区役所 総務課 令和02年06月02日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
49,852

港区役所 総務課 令和02年06月02日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
26,620

港区役所 総務課 令和02年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各担当事業用　市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
8,090

港区役所 総務課 令和02年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（磯路小学校区）（5月分）
46,758

港区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報紙（港区役所）概算印刷にかかる経費の支出について（5月号）
542,850

港区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（令和２年４月分）
475,747

港区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所フロアマネージャー派遣業務にかかる支出について（4月分）
508,365

港区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（令和２年４月分）
58,196

港区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（令和２年４月分）
31,076

港区役所 総務課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（弁天小学校区）（5月分）
92,925

港区役所 総務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
18,983

港区役所 総務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
7,980

港区役所 総務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（八幡屋小学校区）（5月分）
37,408

港区役所 総務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（港晴小学校区）（5月分）
31,558

港区役所 総務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（三先小学校区）（5月分）
44,416
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港区役所 総務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（田中小学校区）（5月分）
64,875

港区役所 総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務事業用　誘導灯用交換電池外１２点の購入にかかる経費の支出について
295,922

港区役所 総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（令和２年５月分）
61,499

港区役所 総務課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（令和２年５月分）
7,522

港区役所 総務課 令和02年06月12日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（令和２年５月分）
4,017

港区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（令和2年5月分）
407,528

港区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港区役所）一式の長期借入にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
153,892

港区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系パソコン等機器（港区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
13,745

港区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
450,483

港区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
3,909

港区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
18,433

港区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（令和2年5月分）
49,852

港区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（令和2年5月分）
26,620

港区役所 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）及びＡＥＤ収納ケース　賃借料の支出について（令和2年5月分）
2,739

港区役所 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）及びＡＥＤ収納ケース　賃借料の支出について（令和2年5月分）
5,495

港区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各担当事業用　市内出張交通費の支出について（令和２年４月追加分）
1,224

港区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 にぎわい創出・産業振興グループ事務用品６点の購入経費の支出について
8,583

港区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度港区広報紙編集等業務にかかる委託料の支出について（令和２年６月号）
275,000

港区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（池島小学校区）（5月分）
29,225

港区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度港区広報板ポスター掲出等業務委託経費の支出について（5月分）
40,940

港区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）（5月号・地活協）
34,000

港区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（南市岡小学校区）（5月分）
45,000

港区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）（5月分・コミ協）
1,800

港区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（波除小学校区）（5月分・コミ協）
5,000

港区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（波除小学校区）（5月分・地活協）
97,000

港区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）（5月分・コミ協）
2,700

港区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）（5月分・地活協）
52,000

港区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（令和２年５月分）
93,992

港区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　電話回線の移設経費の支出について
151,800

港区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（令和２年５月分）
11,497

港区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（令和２年５月分）
6,139

港区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 区災害対策用職員住宅事務用電話通話料の支出について（令和２年５月分）
3,027

港区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用コピー料金の支出について（令和２年５月分）
108,781

港区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（令和２年５月分）
473,999

港区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度宿直員用寝具の借入経費の支出について（令和2年5月分）
12,925

港区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（令和２年５月分）
57,983

港区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（令和２年５月分）
30,961

港区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務グループ事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
1,330

港区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（令和２年５月分）
243,498

港区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（令和２年５月分）
32,478

港区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（令和２年５月分）
17,342

港区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報紙（港区役所）概算印刷にかかる経費の支出について（令和2年6月号）
350,900

港区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所フロアマネージャー派遣業務にかかる支出について（5月分）
508,365

港区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（磯路小学校区）（6月分）
46,758

港区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分１回目・食糧費４名分）
168

港区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月１５日までの支出分）
20,886

港区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月１５日までの支出分）
600
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港区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月１５日までの支出分）
5,030

港区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 港区災害対策用職員住宅の借上げにかかる経費の支出について（令和２年７月分）
110,000

港区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁内案内用タブレット端末の通信料の支出について（利用期間　令和2年5月1日～令和2年5月31日)
5,392

港区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用電話通話料（市民局証明書発行システム）の支出について（令和２年５月分）
3,885

港区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 にぎわい創出・産業振興グループ事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
224

港区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎内事務用ファクシミリ使用料の支出について（令和２年５月分）
2,752

港区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 にぎわい創出・産業振興グループ事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
252

港区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用電話通話料（一般分）の支出について（令和２年５月分）
2,752

港区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用ひかり電話使用料の支出について（令和２年５月分）
16,502

港区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙常時啓発用後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
336

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について
1,360,000

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度大阪市港区青少年福祉委員活動交付金の支出について
150,000

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 地域防犯啓発事業用防犯カメラ（1台）にかかる電気料金の支出について（令和2年5月分）
306

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 地域防犯啓発事業用防犯カメラ（3台）にかかる電気料金の支出について（令和2年5月分）
918

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費
令和２年度　校長経営戦略支援予算（港区担当教育次長執行枠）スクールソーシャルワーカー活用事業における会計年度任用職員への交通費の支出について（令和２年４月
分） 420

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費
令和２年度　校長経営戦略支援予算（港区担当教育次長執行枠）スクールソーシャルワーカー活用事業における会計年度任用職員への交通費の支出について（令和２年４月
分） 420

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度港区役所附設会館（港区民センター及び港近隣センター）管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（上半期）
25,486,500

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和元年９月１０日使用料領収分）外２件
4,500

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 地域防犯啓発事業用防犯カメラ（1台）にかかる電気料金の支出について（令和2年5月分）
306

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　啓発指導員による放置自転車対策業務委託経費の支出について（５月分）
42,977

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 業務委託先選定会議に係る選定委員への報償金の支出について（選定委員２）
14,200

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 業務委託先選定会議に係る選定委員への報償金の支出について（選定委員１）
15,080

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 業務委託先選定会議に係る選定委員への報償金の支出について（選定委員３）
15,780

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域防犯啓発事業用　携帯電話料金の支出について（５月分）
5,878

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 防災対策事業にかかるiOS搭載タブレット端末の借入経費（通信料含む）の支出について（令和２年５月分）
4,070

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり推進課関係事業に係る後納郵便料金（令和２年５月分）の支出について
2,200

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり推進課関係事業に係る後納郵便料金（令和２年５月分）の支出について
1,540

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（令和２年６月分）の支出について
84

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり推進課関係事業に係る後納郵便料金（令和２年５月分）の支出について
3,920

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり推進課関係事業に係る後納郵便料金（令和２年５月分）の支出について
840

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり推進課関係事業に係る後納郵便料金（令和２年５月分）の支出について
864

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 IP無線機にかかる回線利用料の支出について（令和2年5月分）
34,650

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり推進課関係事業に係る後納郵便料金（令和２年５月分）の支出について
924

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり推進課関係事業に係る後納郵便料金（令和２年５月分）の支出について
168

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（令和２年６月分）の支出について
2,520

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり推進課関係事業に係る後納郵便料金（令和２年５月分）の支出について
3,550

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年１月１５日使用料領収分）
13,200

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年２月２０日使用料領収分）
2,000

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和元年１２月１０日使用料領収分）外１件
3,000

港区役所 協働まちづくり推進課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（令和２年１月１６日使用料領収分）
3,000

港区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金にかかる歳出還付金（一般分）の支出について
2,115,547

港区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般分）６月分の窓口支払資金の支出について
50,000

港区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（退職分）６月分の窓口支払資金の支出について
10,000

港区役所 窓口サービス課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市港区役所住民情報業務等委託料の支出について（令和２年４月分）
276,629

港区役所 窓口サービス課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所住民情報業務等委託料の支出について（令和２年４月分）
2,347,946

港区役所 窓口サービス課 令和02年06月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金にかかる還付加算金（現年）の支出について
7,400

港区役所 窓口サービス課 令和02年06月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金にかかる歳出還付金（一般分）の支出について
1,547,945
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港区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）窓口案内システム機器用ロール紙購入経費の支出について
18,700

港区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
520

港区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理グループ）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
54,610

港区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
306

港区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理グループ）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
118,058

港区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
1,456

港区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
43,874

港区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
5,878

港区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
36,560

港区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
26,855

港区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
26,659

港区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 令和２年６月審査分国民健康保険にかかる療養費（一般）の支出について
530,595

港区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 令和２年６月審査分国民健康保険（葬祭費）の支出について
700,000

港区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 令和２年６月審査分国民健康保険（出産育児一時金）の支出について
404,000

港区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金にかかる歳出還付金（一般分）の支出について
684,149

港区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
22,176

港区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
10,961

港区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
23,304

港区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
44,495

港区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 八幡屋保育所にかかる令和2年6月分消耗品費（特別保育）の支出について
10,000

港区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所（2か所）にかかる令和2年6月分消耗品費（通常保育）の支出について
60,000

港区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 庁内情報端末修繕経費の支出について
129,217

港区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 生活保護担当市内出張交通費の支出について（令和2年4月分）
460

港区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
312,535

港区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
236,528

港区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
33,310

港区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,080

港区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
18,680

港区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 生活保護担当市内出張交通費の支出について（令和2年4月分）
1,020

港区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 生活保護担当市内出張交通費の支出について（令和2年4月分）
4,460

港区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（45件）
648,503

港区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（1件）
106,700

港区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（1件）
20,800

港区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（9件）
35,190

港区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（7件）
31,000

港区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（11件・タクシー）
77,900

港区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（7件・電車）
9,940

港区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（1件・その他）
600

港区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（3件・バス）
4,160

港区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法にかかる就労自立給付金の支出について（2件）
85,365

港区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（10件）
131,414

港区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具2件）
6,385

港区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（5件）
22,460

港区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（10件）
425,911

港区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（1件・タクシー）
21,100

港区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求に係る診断書料の支出について
3,000

港区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
32,000
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港区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（1件）
80,000

港区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（2件）
8,500

港区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法にかかる進学準備給付金の支出について（1件）
100,000

港区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる住宅維持費の支出について（1件）
154,000

港区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（2件）
54,555

港区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具1件）
10,000

港区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護認定審査会事務にかかるコピー料金の支出について（令和２年４月分）
4,017

港区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,626

港区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
37,845

港区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
7,740

港区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
6,880

港区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
197,310

港区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

港区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（1件）
9,785

港区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
5,000

港区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
1,520

港区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分・食糧費５名分）
168

港区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分）
3,990

港区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分）
3,400

港区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
405,202

港区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
145,500

港区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
60,000

港区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,752

港区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

港区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（17件・タクシー）
137,680

港区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（6件・電車）
6,149

港区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（1件・その他）
1,500

港区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（3件・バス）
1,280

港区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（6件）
1,358,701

港区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
283,800

港区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
58,074

港区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
48,534

港区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
75,000

港区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,200

港区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
58,074

港区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（6件）
48,780

港区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（2件）
104,500

港区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（1件）
724

港区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（1件）
132,575

港区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（1件）
4,400

港区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（9件）
279,716

港区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（8件）
37,950

港区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（1件）
250,580

港区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法にかかる就労自立給付金の支出について（2件）
70,580

港区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健衛生及び地域保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（令和２年５月分）
180

港区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,854

港区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
163,664
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港区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,423

港区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
205,921

港区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

港区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
189,710

港区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健衛生及び地域保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（令和２年５月分）
1,920

港区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査事業　乳幼児健康診査等にかかる報奨金の支出について（令和２年５月分）
49,800

港区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,695

港区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域ではぐくむ子育て支援事業用消耗品の購入経費の支出について
20,515

港区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
151,200

港区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（令和2年7月分）
15,000,000

港区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（令和2年7月分）
8,000,000

港区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（1件）
3,873

港区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（令和2年7月分）
150,000

港区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（住宅改修1件）
2,350

港区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（令和2年7月分）
300,000

港区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（令和2年7月分）
300,000

港区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業　BCG接種医師報償金にかかる支出について（令和2年6月分）
49,800

港区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所（2か所）にかかる令和2年6月分賄材料費の支出について
1,187,440

港区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（35件）
438,238

港区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（4件）
238,480

港区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（19件）
99,540

港区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（30件・タクシー）
201,440

港区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（14件・電車）
24,725

港区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料の支出について（1件）
5,500

港区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（4件・バス）
5,888

港区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（5件）
1,155,561

港区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護認定審査会事務にかかるコピー料金の支出について（令和２年５月分）
3,668

港区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
52,130

港区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
11,289

港区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,540

港区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
56,182

港区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
201,257

港区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（1件）
16,828

港区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具1件）
2,079

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 要保護児童対策にかかる市内出張交通費（５月分）の支出について
720

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 港区福祉事務所運営費にかかる市内出張交通費（5月分）の支出について
460

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
2,184

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用5月分後納郵便料金の支出について
99

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
840

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年度　港区民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第１四半期分）
1,111,025

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用5月分後納郵便料金の支出について
11,740

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用5月分後納郵便料金の支出について
2,460

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 生活保護担当事務用後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
6,724

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 生活保護事務担当市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
2,100

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務担当市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
2,750
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港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護担当事務用後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
406,006

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（1件）
8,740

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（12件）
168,819

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（1件）
137,500

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（4件）
12,000

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法にかかる就労自立給付金の支出について（1件）
84,820

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
1,708

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
240

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
964

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
7,728

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等にかかる市内出張交通費（５月分）の支出について
1,080

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事務用5月分後納郵便料金の支出について
45,276

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
2,268

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年度　港区民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第１四半期分）
1,061,025

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
252

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用5月分後納郵便料金の支出について
50,897

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
4,586

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 福祉事務用5月分後納郵便料金の支出について
6,128

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
66,615

港区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事務用5月分後納郵便料金の支出について
10,345

大正区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大正区役所庁内電話・インターネット回線使用料の支出について（４月使用分）
16,502

大正区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム料金（４月及び５月分請求分）の支出について
1,135

大正区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム使用料の支出について（４月使用分）
3,885

大正区役所 総務課 令和02年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー代の支出について（４月分）
91,112

大正区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計調査事務にかかる小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
38,850

大正区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 保健衛生施設等施設整備費国庫補助金により取得した施設（大正保健所）に係る財産処分に伴う国庫納付金の支出について
45,947

大正区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持費等用ガス使用料の支出について（５月分）
3,495

大正区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持費等用ガス使用料の支出について（５月分）
36,044

大正区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
271,414

大正区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
34,315

大正区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
11,067

大正区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
227,315

大正区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
3,120

大正区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
3,119

大正区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　大正区役所女性用トイレサニタリーボックス設置賃貸借にかかる経費の支出について（４・５月分）
10,945

大正区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　大正区役所庁舎内トイレ消臭芳香設備賃貸借にかかる経費の支出について（４・５月分）
26,400

大正区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　大正区役所ケーブルテレビ視聴にかかる経費の支出について（５月分）
4,873

大正区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
480

大正区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
4,032

大正区役所 総務課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市大正区役所庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる支出について（５月分）
364,936

大正区役所 総務課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市大正区役所庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる支出について（５月分）
119,064

大正区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（５月使用分）
53,989

大正区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（５月使用分）
423,793

大正区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（５月分）
33,830

大正区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（５月分）
68,981

大正区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区役所　総合案内業務委託　長期継続にかかる業務委託経費の支出について（５月分）
740,877

大正区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　大正区役所宿日直用寝具賃貸借にかかる経費の支出について（５月分）
12,375
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大正区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大正区役所事務用Wi-Fiルーターの通信契約にかかる経費の支出について（５月使用分）
4,404

大正区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　大正区役所足拭き玄関マット賃貸借にかかる経費の支出について(5月分）
2,530

大正区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課庶務グループ事務用(一般事務用・広聴事業用)後納郵便料金の支出について(５月分)
308

大正区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課庶務グループ事務用(一般事務用・広聴事業用)後納郵便料金の支出について(５月分)
84

大正区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策職員住宅の家賃支払いにかかる経費の支出について（令和２年７月分）
80,000

大正区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課における市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
4,887

大正区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー代の支出について（５月分）
56,248

大正区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大正区役所庁内電話・インターネット回線使用料の支出について（５月使用分）
16,502

大正区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム使用料の支出について（５月使用分）
3,885

大正区役所 政策推進課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大正区役所広報紙「こんにちは大正」企画・編集業務委託にかかる経費の支出について(５月号)
220,000

大正区役所 政策推進課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1号による既納使用料の還付（全額）について（１１月２０日、１２月４日、３月４日、３月９日受領分）
28,240

大正区役所 政策推進課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1号による既納使用料の還付（全額）について（10月９日、12月６日並びに１月30日受領分）
11,640

大正区役所 政策推進課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1号による既納使用料の還付（全額）について（１２月５日、１２月１０日、１月１２日、２月８日、１月１５日受領分）
60,780

大正区役所 政策推進課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーの育成にかかるボランティア活動保険料の支出について（地域防災対策事業：6月19日加入）
1,800

大正区役所 政策推進課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立大正会館管理運営業務（４月分）の業務代行にかかる経費の支出について
2,051,956

大正区役所 政策推進課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立大正会館管理運営業務（４月分）の業務代行にかかる経費の支出について
184,326

大正区役所 政策推進課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 広報・情報・魅力発信事業用区広報紙(こんにちは大正)点字プリンタリースにかかる経費の支出について(５月分)
27,940

大正区役所 政策推進課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1号による既納使用料の還付（全額）について（１２月１７日、３月１４日、３月２３日受領分）
15,220

大正区役所 政策推進課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報紙（令和２年５月号～令和３年４月号）（大正区役所）概算印刷にかかる経費の支出について(６月号)
484,770

大正区役所 政策推進課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大正区における啓発指導員（サイクルサポーター）による放置自転車対策業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
223,207

大正区役所 政策推進課 令和02年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1号による既納使用料の還付（全額）について（令和2年1月29日及び令和2年1月27日受領分）
52,320

大正区役所 政策推進課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 政策推進課担当業務用市内出張交通費（４月分）の支出について
3,249

大正区役所 政策推進課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策職員用ポロシャツ外２点の購入にかかる経費の支出について
69,575

大正区役所 政策推進課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策用携帯電話代の支出について（５月分）
19,453

大正区役所 政策推進課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区広報紙「こんにちは大正」（令和２年４月号～令和３年３月号）全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（５月号）
260,603

大正区役所 政策推進課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 空家等対策推進事業用住宅地図の購入にかかる経費の支出について
12,100

大正区役所 政策推進課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課料金後納郵便にかかる経費の支出について(５月分)
1,394

大正区役所 政策推進課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（５月分）の支出について（空家相談員による空家等対策外２事業）
84

大正区役所 政策推進課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（５月分）の支出について（空家相談員による空家等対策外２事業）
3,321

大正区役所 政策推進課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課料金後納郵便にかかる経費の支出について(５月分)
84

大正区役所 政策推進課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課料金後納郵便にかかる経費の支出について(５月分)
5,208

大正区役所 政策推進課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（５月分）の支出について（空家相談員による空家等対策外２事業）
84

大正区役所 政策推進課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大正区役所広報紙「こんにちは大正」企画・編集業務委託にかかる経費の支出について（６月号）
330,000

大正区役所 政策推進課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度ＬＩＮＥ公式アカウントを活用した区の魅力発信の充実業務の経費の支出について（５月分）
5,500

大正区役所 政策推進課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1号による既納使用料の還付（全額）について（１月２８日、３月２４日受領分）
4,900

大正区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付支払資金の支出について（６月分）
40,000

大正区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出退職）還付支払資金の支出について（６月分）
10,000

大正区役所 窓口サービス課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市大正区役所住民情報業務等委託事業経費の支出について（令和２年４月分）
310,708

大正区役所 窓口サービス課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市大正区役所住民情報業務等委託事業経費の支出について（令和２年４月分）
2,984,201

大正区役所 窓口サービス課 令和02年06月08日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金の支出について（令和2年4月分）
15,048

大正区役所 窓口サービス課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
1,554

大正区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金還付にかかる還付加算金の支出について
2,900

大正区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付金の支出について
2,748,301

大正区役所 窓口サービス課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 令和２年５月分　国民健康保険療養費の支出について
237,912

大正区役所 窓口サービス課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 令和２年４、５月分　国民健康保険葬祭費の支出について
650,000

大正区役所 窓口サービス課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 令和２年４、５月分　国民健康保険出産育児一時金の支出について
641,130

大正区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務における後納郵便料の支出について（５月分）
2,208
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大正区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務における後納郵便料の支出について（５月分）
33,440

大正区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
1,720

大正区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
31,522

大正区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
45,599

大正区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
31,888

大正区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
114,724

大正区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
28,719

大正区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
21,796

大正区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
26,500

大正区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
25,298

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 保健福祉課生活支援業務に係る市内出張旅費の支出について（４月分）
840

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
112,106

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
12,120

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代）の支出について
228,402

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
51,251

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
160,294

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
117,908

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
181,048

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（６月分）
10,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立大浪保育所・市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（６月分）
60,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-188　外3件
53,330

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-759
24,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-795　外1件
46,280

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（荷造費・運搬費）の支出について
144,100

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（４月分）
14,169

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
77,900

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
45,008

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（４月分）
7,500

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（４月分）
4,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（４月分）
800

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（４月分）
400

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度「学習・登校サポート事業」業務委託にかかる経費の支出について（４月分）
232,733

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-4
80,878

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-7
81,558

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）23-3
114,074

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）31－20
68,236

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-633　外2件
64,750

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-753
46,200

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について13-1
12,600

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について13-22
22,880

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-657　外3件
69,300

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-13
4,180

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
52,110

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
7,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
424

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉（介護保険）関係業務にかかる市内出張交通費の支出について（４月分）
974

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（４月分）
1,400
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大正区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（４月分）
960

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（４月分）
2,200

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（４月分）
52,557

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
114,894

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
168,570

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
104,380

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
42,875

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 令和２年４月実施分　母子保健関係事業にかかる報償金の支出について
24,900

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉（介護保険）関係業務にかかる市内出張交通費の支出について（４月分）
603

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
5,020

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,400

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 保健福祉センター事業用車両の右リアドア周辺のキズ修繕業務にかかる経費の支出について
54,450

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（４月分）
1,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（４月分）
10,351

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（４月分）
1,282

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（４月分）
4,444

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（４月分）
5,334

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（４月分）
2,750

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
6,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-16
47,753

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月支出分）
7,800

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
41,320

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-874
6,300

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-597　外8件
161,375

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
24,490

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（荷造費・運搬費）の支出について
33,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
96,195

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
33,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-15
174,635

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-18
58,074

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-19
56,074

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-947
23,453

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-483　外4件
93,090

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-134　外9件
191,761

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-723　外3件
79,900

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-831　外1件
48,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
30,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
7,370

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
45,679

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
5,610

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
898,861

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
1,108,420

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分）
4,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分）
990

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-11
3,600

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-2
46,534

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
70,415



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
113,055

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（荷造費・運搬費）の支出について
161,700

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
4,829

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
2,035

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（その他）の支出について
54,120

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
28,300

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
17,890

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
84,415

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
30,240

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（非指定医療機関診療費）の支出について
2,500

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 大正区利用者支援事業における「大正区子育てねっと」の作成にかかる消耗品（カラーペーパー）購入経費の支出について
15,015

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（令和2年4月分）
1,918

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
20,150

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
96,900

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
15,400

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
5,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する賄材料費の支出について（６月分）
1,106,760

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
252

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
47,326

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
1,008

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
1,596

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-127　外7件
161,039

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-639　外3件
49,584

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-855
24,400

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-669　外1件
35,600

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-923　外12件
228,786

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-14
3,850

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
2,788

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
84

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
2,324

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
1,552

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
43,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
3,720

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
35,148

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
19,092

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
6,674

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
6,590

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
2,110

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
3,468

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
1,690

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（７月１回目）
12,000,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（７月１回目）
6,000,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（７月１回目）
500,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（７月１回目）
2,000,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉（介護保険）関係業務にかかる市内出張交通費の支出について（５月分）
360

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（荷造費・運搬費）の支出について
77,000
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大正区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
1,500

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 令和２年５月分ＢＣＧワクチン接種事業にかかる従事者報償金の支出について
49,800

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉（介護保険）関係業務にかかる市内出張交通費の支出について（５月分）
504

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 保健福祉課生活支援業務に係る市内出張旅費の支出について（５月分）
420

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
86,998

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 令和２年５月実施分　母子保健関係事業にかかる報償金の支出について
24,900

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（５月分）
4,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
20,664

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
24,177

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
6,270

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
156,403

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
11,470

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（５月分）
3,300

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（５月分）
2,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（５月分）
500

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（５月分）
400

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
2,548

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度「学習・登校サポート事業」業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
232,733

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年度民生委員及び児童委員にかかる費用弁償の支出について（第１四半期分）
889,050

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-22
55,544

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-837
24,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-760
24,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-693　外10件
189,508

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-754
46,200

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（５月分）
2,200

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（５月分）
34,403

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（５月分）
960

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
52,690

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
52,690

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
300,000

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
8,153

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
25,365

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
61,406

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
12,285

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
15,989

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について(令和２年５月分)
6,832

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について(令和２年５月分)
262

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について(令和２年５月分)
356

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について(令和２年５月分)
252

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について(令和２年５月分)
168

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について(令和２年５月分)
6,338

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について(令和２年５月分)
168

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について(令和２年５月分)
3,328

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年度民生委員及び児童委員にかかる費用弁償の支出について（第１四半期分）
842,800

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
13,506

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について(令和２年５月分)
252
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大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
2,016

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
1,260

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
239,710

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
4,032

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について(令和２年５月分)
3,646

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
18,900

大正区役所 保健福祉課 令和02年06月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
4,622

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の経費の支出について（令和２年４月分）
11,191

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の経費の支出について（令和２年４月分）
447

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の経費の支出について（令和２年４月分）
12,149

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の経費の支出について（令和２年４月分）
1,346

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の経費の支出について（令和２年４月分）
1,867

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の経費の支出について（令和２年４月分）
193,980

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　証明書発行システム用通信回路使用料の支出について（４月分）
3,885

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用専用回線使用料の支出について（４月分）
16,502

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度天王寺区広報紙配付業務委託（概算契約）実施の支出について(5月号分)
132,264

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度天王寺区広報紙企画編集業務委託実施にかかる所要経費の支出について（5月号分）
276,100

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（５月分）
2,767

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（５月分）
13,424

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（５月分）
160

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区庁舎設備維持用　屋内消火栓ホースの購入にかかる同経費の支出について
298,760

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度庁内情報利用パソコン等（天王寺区役所）一式長期借入にかかる支出について（令和２年５月分）
11,328

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度庁内情報利用パソコン等機器（天王寺区役所）一式長期借入にかかる借入の支出について（令和２年５月分）
305,140

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎設備維持用有線放送利用にかかる使用料の支出について（令和２年５月分）
6,600

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 「平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（天王寺区役所）一式長期借入」にかかる支出について（令和２年５月分）
207,344

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（天王寺区役所）一式長期借入にかかる支出について（令和２年５月分）
8,154

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（天王寺区役所）一式長期借入にかかる支出について（令和２年５月分）
6,144

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 令和2年度天王寺区広報紙印刷業務の所要経費の支出について（5月号分）
324,159

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 天王寺区保健福祉センター分館の財産処分に係る国庫納付金の支出について
15,217

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（４月分）
880

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　プリンタートナー（リサイクル）の購入にかかる経費の支出について
73,700

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　アクリル対面パーテーションの購入にかかる同経費の支出について
192,720

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持用天王寺区保健福祉センター分館にかかる電気料金の支出について（５月分）
97,017

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持用天王寺区役所にかかる電気料金の支出について（５月分）
459,819

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　天王寺区保健福祉センター分館機械警備業務（長期継続）契約にかかる経費の支出について（5月）
4,180

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所庁舎内トイレの消臭芳香機器及び男子小便器尿石除去剤の借入（長期継続）にかかる経費の支出について（5月分）
9,108

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 令和2年度天王寺区広報紙印刷業務にかかる所要経費の支出について（6月号分）
324,159

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用ファックス回線使用料の支出について（５月分）
29,874

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業支援を目的とした大阪市天王寺区役所及び天王寺区保健福祉センター分館清掃業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（5月）
481,103

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　高速プリンター（天王寺区役所）長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
37,180

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遠隔手話通訳・外国語通訳サービス事業用ワイヤレス通信ネットワークサービス利用料の支出について（令和２年５月分）
2,422

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
3,126

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課（広聴広報）における広報事務用ワイヤレス通信ネットワークサービス使用料の支出について（5月分）
4,177

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 令和2年度天王寺区広報紙新聞折込広告業務（概算契約）にかかる所要経費の支出について(6月号分)
180,834

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 天王寺区庁舎管理及び運営用　天王寺区役所窓口案内業務従事者派遣業務にかかる経費の支出について（５月分）
205,076

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所一般廃棄物収集運搬業務（概算契約）にかかる経費の支出について（5月）
8,632

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所庁舎産業廃棄物搬出処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（５月分）
20,912
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天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 天王寺区広報事務用点字プリンタ等一式長期借入にかかる所要経費の支出について(5月分)
27,170

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎設備維持用ケーブルテレビ使用料の経費の支出について（令和２年５月）
733

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所宿直用寝具賃借業務にかかる経費の支出について（４・５月分）
23,650

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
84

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
3,696

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の経費の支出について（令和２年５月分）
11,039

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の経費の支出について（令和２年５月分）
6,343

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の経費の支出について（令和２年５月分）
6,450

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の経費の支出について（令和２年５月分）
157,644

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の経費の支出について（令和２年５月分）
1,543

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の経費の支出について（令和２年５月分）
4,655

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　証明書発行システム用通信回路使用料の支出について（５月分）
3,885

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用専用回線使用料の支出について（５月分）
16,502

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報業務用企画総務課（広聴広報）にかかる後納郵便料の支出について（令和2年5月分）
364

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度天王寺区広報紙企画編集業務委託実施にかかる所要経費の支出について（6月号分）
126,500

天王寺区役所 企画総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 広報事業用LINE公式アカウントサービス使用料にかかる経費の支出について(令和2年5月分)
3,116

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総合防災対策事業用キー付コントロールキャビネット他事務用品7点購入の支出について
79,200

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 青少年指導員活動支援用　大阪市青少年指導員活動交付金の支出について
442,000

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(令和２年５月分）
3,886

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(令和２年５月分）
140

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(令和２年５月分）
25,810

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(令和２年５月分）
178

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度天王寺区民センター管理運営業務にかかる経費の支出について（第１四半期分）
6,769,242

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(令和２年５月分）
17,966

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域における自助・共助力の向上支援事業　携帯電話料金（ワイヤレス通信ネットワークサービス）の支出について（令和2年5月分）
4,067

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（安全まちづくり室）用後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
168

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（安全まちづくり室）用後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
21,552

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年5月19日分）
14,600

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年7月6日、9月7・28日分）
5,400

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年6月15日分）
4,800

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年4月9・23日分）
3,600

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年5月19日、8月4日分）
3,500

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年3月2日、4月6日、5月18日分）
3,900

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年6月14･28日分）
35,040

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年5月29日分）
7,200

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年6月13･27日分）
4,680

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年5月7日分）
1,800

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年5月14日分）
1,800

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年5月27日分）
1,300

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年5月19日分）
1,800

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年6月14日分）
39,240

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年4月25日、5月9日分）
5,280

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年4月9･16日、5月7･14日分）
7,200

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年5月9日分）
2,160

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年5月13･27日、6月3･10･17･24日、7月1日分）
12,600

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年5月19･26日分）
3,600

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年6月21日分）
17,520
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天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年4月18日分）
2,160

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年5月12･19･26日分）
5,400

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年5月3日、6月7日分）
4,320

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年5月15日分）
4,500

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年6月13･14･20･21日分）
6,240

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年5月9･23日分）
3,120

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年5月13･20･27日分）
5,400

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年5月9･10日分）
9,360

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和２年４月２２日、５月１３日分）
10,000

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和２年７月７日分）
21,800

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年6月19･26日、7月3･17日、8月7･21･28日、9月11日分）
44,350

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年5月17日分）
2,160

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年5月14日分）
4,800

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年5月17日分）
5,760

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年5月25日分）
1,800

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 校庭等の芝生化用　芝生化にかかる水道料金の支出について（令和2年5月検針分・桃陽健康広場）
250

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業用携帯電話料金の支出について（５月分）
1,447

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年4月14･16･23･30日分）
17,100

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年5月28日分）
1,800

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年5月26日分）
2,400

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年5月20日分）
1,800

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年7月1日分）
2,400

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年5月21日分）
1,800

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年6月2･11･16･23日分）
7,200

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年5月27日分）
5,000

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年5月23日分）
2,640

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年4月16･23･30日、5月7･14･21･28日分）
31,200

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年5月12･19･26日、7月14日分）
5,200

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年5月12･19･26日分）
3,900

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年6月4･11･18･25日分）
5,200

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年6月1･15･22日、7月20日、9月21日分）
9,360

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年4月28日分）
1,800

天王寺区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和2年6月5日分）
1,300

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 令和２年６月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
100,000

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 令和２年６月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
450,000

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について（６月分支払資金、一般及び退職者）
55,000

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について（６月分支払資金、一般及び退職者）
5,000

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年06月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 令和２年５月分国民健康保険療養費等の支出について
181,021

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年06月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 令和２年５月分国民健康保険葬祭費の支出について
250,000

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年06月08日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機コピー代金の支出について（令和２年４月分）
9,215

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年06月08日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機コピー代金の支出について（令和２年４月分）
9,215

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所住民情報業務等委託契約の支出について（令和２年４月分）
295,362

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所住民情報業務等委託契約の支出について（令和２年４月分）
3,568,053

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の現年還付加算金（一般分）の支出について（令和２年６月分）
5,400

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 令和２年５月分国民健康保険療養費等の支出について
236,186

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 令和２年５月分国民健康保険葬祭費の支出について
200,000

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 令和２年５月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
404,000
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天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の現年還付金（一般分）の支出について（令和２年６月分）
1,574,665

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
3,450

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
109,555

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（令和2年5月分）
32,345

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
119,723

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
31,494

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（令和2年5月分）
14,075

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
13,878

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）にかかる後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
4,534

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）にかかる後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
45,188

天王寺区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）にかかる後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
2,152

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活困窮者自立支援事業用インターネット使用料の支出について（４月分）
4,191

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉サービス担当外勤用携帯電話使用料の支出について（令和２年４月分）
2,058

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費特別保育分（令和2年6月分）にかかる支出について
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（令和2年6月）にかかる支出について
60,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４月分）
33,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４月分）
1,735

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４月分）
2,813

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４月分）
7,100

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４月分）
1,686

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４月分）
220

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（５月分）
19,621

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４月分）
18,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費（介護扶助金）　介護扶助（入浴用いす）の支出について
2,915

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　診断書料の支出について
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 保健福祉課生活保護事務用（生活困窮者自立支援事業会計年度任用職員）市内出張交通費の支出について（４月分）
920

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４月分）
20,400

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（近・遠用眼鏡一式）の支出について
23,100

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：タクシー）の支出について（５月分）
17,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
770

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　ストマ用装具等にかかる経費の支出について（４・５月分）（代理受領方式）
36,360

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（３月分）
4,576

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４月分）
18,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４～５月分）
28,080

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　診断書料の支出について
6,090

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について
6,090

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・検査料の支出について
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）診断書文書料の支出について
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通所・電車）の支出について（３～５月分）
1,860

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料の支出について
6,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費（葬祭扶助金）　葬祭費の支出について
241,970

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度児童手当給付費（令和２年６月期窓口払）にかかる支出について
80,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
460

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
460

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
68,780
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天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　ストマ用装具等にかかる経費の支出について（４・５月分）（代理受領方式）
80,840

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成経費の支出について
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４・５月分）
11,440

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（５月分）
2,725

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２～３月分）
37,133

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４～５月分）
5,214

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：タクシー）の支出について（４月分）
17,130

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（４月分）
1,280

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成経費の支出について
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活困窮者自立支援事業用インターネット回線使用料の支出について（３・４月分）
2,585

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業・予防接種費用にかかる支出について（５月請求分・２回目）
8,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２～３月分）
28,610

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（５月分）
5,610

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用 ゴム印７点の購入にかかる経費の支出について
1,408

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
47,753

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　手数料 小口支払基金への繰入金の支出について（５月分）
950

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）家具什器費の支出について
29,600

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２～３月分）
33,950

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４月分）
1,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料の支出について
5,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）診断書文書料の支出について
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成経費の支出について
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　ストマ用装具等にかかる経費の支出について（４・５月分）（代理受領方式）
201,730

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助費：教材費）の支出について（５月分）
25,394

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について
5,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について
6,090

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（近用眼鏡各一式）の支出について
17,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費（葬祭扶助金）　葬祭費の支出について
225,511

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費（措置扶助金）　就労自立給付金の支出について
20,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業・予防接種費用にかかる支出について（５月請求分・３回目）
15,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ接種医師報償金の支出負担行為について（令和２年５月分）
74,700

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業・交付金にかかる支出について(５月請求分)
16,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年度民生委員児童委員費用弁償にかかる支出について（第１四半期分）
787,475

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（引越）の支出について
69,300

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（５月分）
20,800

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４月分）
8,108

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（５月分）
8,228

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（引越）の支出について
133,100

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：タクシー）の支出について（５月分）
17,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費（措置扶助金）　就労自立給付金の支出について
47,577

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年度民生委員児童委員費用弁償にかかる支出について（第１四半期分）
744,975

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年５月分）
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,080

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
335,529

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　ストマ用装具等にかかる経費の支出について（４・５月分）（代理受領方式）
135,530

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年５月分）
8,400

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年５月分）
1,260
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天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種健診事業実施に伴う報償金の支出について（令和２年５月分）
99,600

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 高齢者福祉業務用独居高齢者等見守りサポーター事業地域ボランティアリーダー活動謝礼の支出について（令和２年４月分）
25,291

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（５月分）
20,800

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（引越）の支出について
20,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（６月分）
5,632

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（６月分）
3,275

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（通所）の支出について（５月分）
6,491

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（引越代）の支出について（６月分）
38,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（５月分）
20,800

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（５月分）
20,800

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金：教材代）の支出について（４月分）
23,974

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（５月分）
1,280

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料の支出について
5,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」及び「独居高齢者等見守りサポーター事業」業務委託にかかる経費の支出について（第１四半期）
1,750,027

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」及び「独居高齢者等見守りサポーター事業」業務委託にかかる経費の支出について（第１四半期）
4,608,700

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
58,074

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用及び生活困窮者自立支援事業事務用文書料金後納郵便料金の支出について（後納郵送料・５月分）
2,280

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用及び生活困窮者自立支援事業事務用文書料金後納郵便料金の支出について（後納郵送料・５月分）
173,770

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書送付用料金後納郵便料金の支出について（料金受取人払い・５月分）
24,010

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（５月分）
20,800

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費７月分の支出について
6,000,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費７月分の支出について
4,000,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費７月分の支出について
200,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（５月分）
4,960

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（４月分）
460

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　診断書料の支出について
6,090

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による生活保護費７月分の支出について
50,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費７月分の支出について
300,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費（葬祭扶助金）　葬祭扶助の支出について
220,240

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業・予防接種費用にかかる支出について（５月請求分・４回目）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　ストマ用装具等にかかる経費の支出について（４・５月分）（代理受領方式）
110,865

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（５月分）
18,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：タクシー）の支出について（６月分）
8,180

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　診断書料の支出について
6,090

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について
4,400

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：タクシー）の支出について（５月分）
5,430

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費（葬祭扶助金）　葬祭費の支出について
232,480

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉サービス担当における子育て支援室相談事業用ワイヤレス通信ネットワークサービス使用料の支出について（Ｒ２．５月分）
4,177

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年５月分）の支出について
840

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用携帯電話使用料の支出について（５月分）
1,469

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業・予防接種費用にかかる支出について（５月請求分・５回目）
16,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年５月分）の支出について
1,764

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年５月分）の支出について
12,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年５月分）の支出について
16,130

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年５月分）の支出について
1,744

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年５月分）の支出について
6,178

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　ストマ用装具等にかかる経費の支出について（４～７月分）（代理受領方式）
195,910
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天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
320

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年５月分）の支出について
2,638

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用携帯電話使用料の支出について（５月分）
4,078

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年５月分）の支出について
2,268

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年５月分）の支出について
41,712

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年５月分）の支出について
6,384

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年５月分）の支出について
393,921

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年５月分）の支出について
1,690

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年５月分）の支出について
3,338

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年５月分）の支出について
2,298

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（令和２年５月分）
15,620

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便（受取人払）料金の支払いについて（令和２年５月分）
2,871

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便（受取人払）料金の支払いについて（令和２年５月分）
11,346

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（令和２年５月分）
4,892

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（令和２年５月分）
14,892

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（令和２年５月分）
16,580

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（令和２年５月分）
1,550

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和２年５月分）の支出について
5,592

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（５月分）
20,800

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：タクシー）の支出について（６月分）
1,600

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料の支出について
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・検査料の支出について
3,300

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（電車）の支出について（６月分）
620

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：バス・電車）の支出について（３～５月分）
4,740

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費（生業扶助金）技能修得費の支出について
16,380

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食費（令和2年6月）の支出について
1,286,780

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
686

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉サービス担当外勤用携帯電話使用料の支出について（令和２年５月分）
2,058

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活困窮者自立支援事業用インターネット使用料の支出について（５月分）
4,191

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
180,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活保護事務用市内出張交通費（５月分）の支出について
420

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（５月分）
20,800

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）紙おむつ代の支出について（５月分）
10,321

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（眼鏡一式）の支出について
8,480

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
84

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
430

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
31,336

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
94

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
84

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
1,680

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
460

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
2,436

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
420

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
420

天王寺区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
42,668

浪速区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 企画調整事務用市内出張交通費（令和２年４月分）の支出について
720

浪速区役所 総務課 令和02年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎管理用電気料金（令和２年４月分）の支出について
959,998
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浪速区役所 総務課 令和02年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 一般事務用庁内情報利用パソコン修理にかかる経費の支出について
129,217

浪速区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広聴広報事業用電子版広報紙利用勧奨案内兼ポスティング利用継続調査返信はがきほか１点の印刷にかかる経費の支出について
64,944

浪速区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広聴広報事業用新聞未購読世帯への浪速区広報紙（令和2年4月号～3年3月号）配付業務委託(概算契約）にかかる支出について（令和2年5月号分）
314,176

浪速区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区一般事務用総合窓口案内業務委託経費の支出について（令和２年４月分）
210,375

浪速区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広聴広報事業用令和２年度浪速区広報紙（5月号～3年4月号）企画編集業務委託（概算契約）にかかる支出について（令和2年6月号分）
272,800

浪速区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区役所）一式の長期借入経費の支出について（令和２年５月）
386,243

浪速区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎管理用庁舎清掃業務委託経費の支出について（令和２年５月分）
473,495

浪速区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区一般事務用総合窓口案内業務委託経費の支出について（令和２年５月分）
210,375

浪速区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（浪速区役所）一式　長期借入経費の支出について（令和２年５月）
33,200

浪速区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区役所）一式の長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
222,615

浪速区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度視覚障がい者用庁内情報利用パソコン等機器（浪速区役所）一式長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
23,430

浪速区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般事務用ケーブルテレビ利用経費（令和２年度分）の支出について(５月分)
4,455

浪速区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅の賃貸借契約にかかる賃貸料の支出について（令和２年７月分）
106,000

浪速区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
4,172

浪速区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分その１）
7,854

浪速区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分１回目）
2,000

浪速区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
8,140

浪速区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 浪速区役所２階男子障がい者用トイレ温水洗浄便座外２ヶ所修繕経費の支出について
306,900

浪速区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整事務用郵便料金（令和２年５月分）の支出について
1,932

浪速区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整事務用郵便料金（令和２年５月分）の支出について
120

浪速区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整事務用郵便料金（令和２年５月分）の支出について
178

浪速区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区役所警備機器保守点検管理委託業務経費支出について（令和２年５月分）
25,520

浪速区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　浪速区役所宿日直専門員用寝具等借入経費の支出について（令和２年５月分）
12,100

浪速区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎管理用電気料金（令和２年５月分）の支出について
1,049,175

浪速区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広聴広報事業用令和２年度浪速区広報紙（令和２年５月号～令和３年４月号）新聞折込広告業務（概算契約）にかかる経費の支出について（令和２年６月号分）
88,149

浪速区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広聴広報事業用広報紙（令和2年5月号～3年4月号）概算印刷業務にかかる経費の支出について（令和２年６月号分）
413,556

浪速区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報事業用インターネット回線使用料（令和２年５月分）の支出について
2,310

浪速区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用郵便料金（令和２年５月分）の支出について
1,224

浪速区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 選挙事務（常時・啓発）用後納郵便料（令和２年５月分）の支出について
1,102

浪速区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話電信通話経費（令和２年５月分）の支出について
16,502

浪速区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用郵便料金（令和２年５月分）の支出について
16,464

浪速区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務（常時・啓発）用後納郵便料（令和２年５月分）の支出について
1,764

浪速区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整事務用クラフト封筒ほか14点の買入にかかる経費の支出について
38,786

浪速区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話電信通話経費（令和２年５月分）の支出について
3,885

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付支払用資金（歳出一般分）６月分の支出について
50,000

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付支払用資金（歳出マル退分）６月分の支出について
10,000

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年06月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払について（令和２年６月５日支払分）その２
107,000

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年06月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払について（令和２年６月５日支払分）
103,196

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年06月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（５月分）
689,240

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年06月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払について（令和２年６月１５日支払分）
261,874

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
15,818

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
17,600

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市浪速区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
485,981

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市浪速区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
3,657,098

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料還付加算金の支出について（５・６月分）
3,900

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（５・６月分）
1,157,180

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 令和２年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
5,205



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
48,290

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 令和２年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
588

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
11,380

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（５月分）の支出について
45,164

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（５月分）の支出について
27,296

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
149,325

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
194,339

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（５月分）の支出について
8,930

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
13,601

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（６月分）
193,295

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払について（令和２年６月３０日支払分）
204,571

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（令和２年６月３０日支払分）
50,000

浪速区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（令和２年６月３０日支払分）
611,850

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　浪速区放置自転車啓発指導等業務委託の実施経費（４月分）の支出について
213,201

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
6,600

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
3,600

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
1,200

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
43,680

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
29,200

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
3,600

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
2,400

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
29,200

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
8,640

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
4,000

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
26,160

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
2,000

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
1,300

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
2,040

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
29,640

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
4,680

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
3,900

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
4,680

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
1,200

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
5,760

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
1,200

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
4,680

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
14,000

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
1,560

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
6,240

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
1,300

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
50,400

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分）
4,312

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分）
19,910

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
6,600

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
2,050

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
1,000

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
16,680
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浪速区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
8,640

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
33,000

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
29,640

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
13,200

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
6,480

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
17,520

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
2,500

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
3,200

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
2,040

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第2号による既納使用料の還付について（平成31年度歳入分）
8,640

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
7,200

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
11,640

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
4,600

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第2号による既納使用料の還付について（平成31年度歳入分）
3,360

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 協働事業等にかかる市内出張旅費（５月分）の支出について
324

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 日本語の指導が必要な児童生徒への支援事業「浪速区日本語サポーター」に係る報償金の支出について（５月分）
12,000

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 浪速区地域安全防犯カメラ（39基分）にかかる電気料金の支出について（令和2年5月分）
12,423

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習推進事業に係る郵便料の支出について（５月分）
350

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクトにかかる携帯電話通信通話料の支出について（令和２年５月分）
6,430

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
22,980

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
5,200

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
1,800

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
4,920

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
1,800

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
32,300

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
36,140

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
60,500

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
4,680

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
12,000

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
11,520

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
6,600

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
1,560

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
2,800

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第1号による既納使用料の還付について（新型コロナウィルス）（平成31年度歳入分）
5,600

浪速区役所 市民協働課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生涯学習推進事業に係る市内出張旅費（５月分）の支出について
1,668

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（敷金等・その他）令和２年５月分の支出について
100,000

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代）令和２年５月分の支出について
77,154

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）の支出について（２～５月分）
42,450

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（特別保育用・６月分）の支出について
20,000

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（通常保育用・６月分）の支出について
90,000

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人等報酬助成金の支出について
264,000

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人等報酬助成金の支出について
216,000

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種にかかる医師への報償金の支払いについて（２年５月２１日実施分）
49,800

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代）の支出について（３月、４月、５月分）
227,017

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について（４月分）
250

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について（３～５月分）
55,730

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）の支出について（３月～４月分）
35,540
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浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
20,000

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（４月、５月分）
1,443,552

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（５月分）
74,700

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代）の支出について（３月、４月、５月分）
363,546

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について（５月分）
93,500

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代）の支出について（３月、４月分）
162,819

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について（５月分）
259,380

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代）の支出について（４月、５月分）
117,384

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について（３月、４月、５月分）
13,670

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について（４～５月分）
34,380

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（４月分）
224,650

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（４月、５月分）
851,942

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（５月分）
722,750

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支払いについて（代理受領方式）１９１０１２０６９３
17,800

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支払いについて（代理受領方式）１９１０１２０６８１外８件
158,830

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代）の支出について（２月～４月分）
191,248

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）の支出について（３～５月分）
31,836

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について（１月、４月、５月分）
15,300

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について（４～５月分）
29,690

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（４月、５月分）
1,157,744

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について（４月分）
198,000

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について（４～５月分）
181,400

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代）の支出について（３～５月分）
58,722

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について（１～５月分）
298,424

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について（１～５月分）
22,800

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について（４～５月分）
22,500

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者支援費(住宅改修支援費）にかかる理由書作成費の支出について
2,000

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について（１１～６月分）
227,309

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支払いについて（代理受領方式）１９１０１２０５０７
17,800

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支払いについて（代理受領方式）１９１０１２０６７５外１件
41,791

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支払いについて（代理受領方式）１９１０１２０１４８外11件
256,180

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支払いについて（代理受領方式）１９１０１２０５１９外３件
71,200

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支払いについて（代理受領方式）１９１０１２０５９７外４件
91,360

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月）
29,944

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について（５月分）
177,870

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代）の支出について（４月～５月分）
69,396

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（一般）令和２年５月分の支出について
53,000

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について（５月分）
11,947

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（５月分）
490,722

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（５月分）
661,420

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
27,009

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（5月分）の支出について
4,008

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（5月分）の支出について
718

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（5月分）の支出について
756

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（5月分）の支出について
1,912

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（5月分）の支出について
1,092

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（5月分）の支出について
7,648
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浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（5月分）の支出について
178

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立にかかる診断書料の支出について
5,500

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（５月分）
4,015

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
5,000

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支払いについて（５月分）
1,560

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（５月分）
6,259

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代）の支出について（４月～５月分）
345,120

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代）令和２年５月分の支出について
19,358

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支払いについて（５月分）
2,520

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支払いについて（５月分）
7,050

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支払いについて（代理受領方式）２０１０１２００１４
46,200

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
1,281

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
94,104

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
80,625

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
12,460

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
358,781

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
8,440

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費支払資金の支出について　７月分
19,193,091

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費支払資金の支出について　７月分
10,937,400

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費支払資金の支出について　７月分
302,341

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検診料）の支出について（１～６月分）
97,340

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費支払資金の支出について　７月分
200,000

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費支払資金の支出について　７月分
1,021,200

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支払いについて（代理受領方式）２０１０１２００２７
10,500

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１９１０１２０２９１外１件
35,600

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食賄材料費(６月分)の支出について
2,254,720

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年度　民生委員費用弁償（第１四半期）の支出について
964,300

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支払いについて（費用支給）２０１０３２００１０
218,142

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支払いについて（費用支給）２０１０３２００１６
27,132

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代・妊娠検査料・移送費）の支出について（４月～６月分）
226,332

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）の支出について（４～６月分）
53,710

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（５月～６月分）
525,620

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年度　児童委員費用弁償（第１四半期）の支出について
918,050

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について（６月分）
11,708

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（４・５月分）
720

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（４・５月分）
2,450

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支払いについて
833

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支払いについて
1,500

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支払いについて
20,525

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支払いについて
84

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支払いについて
10,953

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）２０１０３２００２０
47,636

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）２０１０３２０００１
274,275

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支払いについて（代理受領方式）２０１０２２００１２
73,338

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）２０１０３２００１４
84,407

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１９１０１２０７８３外１件
35,600

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１９１０１２０４９５
15,080
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浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１９１０１２０２１３外１件
33,819

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１９１０１２０４８３
15,680

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１９１０１２０１５４外５件
117,070

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１９１０１２０７７７外14件
233,050

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１９１０１２０６５８
16,350

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支払いについて
9,456

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支払いについて
2,165

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支払いについて
383

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（４・５月分）
720

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支払いについて
4,582

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（５月分）
360

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（５月分）
4,260

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（５月分）
1,020

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代・移送費・家財処分料）の支出について（４～６月分）
250,836

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について（６月分）
5,500

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）の支出について（４～６月分）
42,820

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・長期入院）の支出について（５～６月分）
92,490

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（４・５月分）
620

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種にかかる医師への報償金の支払いについて（２年６月１８日実施分）
49,800

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（４・５月分）
720

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支払いについて
2,666

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支払いについて
666

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支払いについて
40,388

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（５月分受取人払い）の支払いについて
604

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支払いについて
400

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支払いについて
4,766

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支払いについて
187,821

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支払いについて
210

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支払いについて
3,166

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支払いについて
392

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支払いについて
2,268

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支払いについて
1,529

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（４・５月分）
1,522

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（５月分受取人払い）の支払いについて
12,980

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支払いについて
59,372

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支払いについて
4,500

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支払いについて
63

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支払いについて
250

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支払いについて
3,435

浪速区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支払いについて
280

西淀川区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年４月分　庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について
423,074

西淀川区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅にかかる入居費用の支出について
24,000

西淀川区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所運営事務用　浸透印　買入にかかる経費の支出について
36,300

西淀川区役所 総務課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和２年４月分　連絡調整用市内出張交通費の支出について(総務課)
3,130

西淀川区役所 総務課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度西淀川区広報紙「きらり☆にしよど」全戸配付業務経費の支出について(令和２年５月号)
480,274

西淀川区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　総務課総合企画グループ用　料金後納郵便にかかる経費の支出について
1,470

西淀川区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　総務課総合企画グループ用　料金後納郵便にかかる経費の支出について
183
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西淀川区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　総務課総合企画グループ用　料金後納郵便にかかる経費の支出について
3,760

西淀川区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度西淀川区広報紙「きらり☆にしよど」点字版製作業務委託経費の支出について（令和２年６月号）
63,206

西淀川区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度西淀川区広報紙「きらり☆にしよど」企画編集業務経費の支出について（令和２年６月号）
273,487

西淀川区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年５月分 庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
138,545

西淀川区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年５月分 ＬＧＷＡＮ接続系パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
5,474

西淀川区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年５月分 庁内情報利用パソコン等機器(西淀川区役所)一式　再リース契約にかかる経費の支出について
8,800

西淀川区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 令和２年５月分 庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
3,012

西淀川区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 令和２年５月分 庁内情報利用パソコン等機器(西淀川区役所)一式　再リース契約にかかる経費の支出について
2,200

西淀川区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年５月分 区役所窓口案内業務委託にかかる経費の支出について
212,575

西淀川区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年５月分 庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入（パソコン120台ほか）にかかる経費の支出について
466,543

西淀川区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年５月分 西淀川区役所庁内情報利用パソコン等機器（視覚障がい者用）長期借入にかかる経費の支出について
40,150

西淀川区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 令和２年度西淀川区広報紙「きらり☆にしよど」印刷業務経費の支出について（令和２年６月号）
421,344

西淀川区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　総務課(総務グループ)用 後納郵便料金にかかる経費の支出について
966

西淀川区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用　タブレット端末機のレンタルにかかる経費の支出について（令和２年５月分）
4,072

西淀川区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　総務課(総務グループ)用 後納郵便料金にかかる経費の支出について
2,380

西淀川区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金（令和２年５月分）の支出について（事務費・選挙常時啓発費）
252

西淀川区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金（令和２年５月分）の支出について（事務費・選挙常時啓発費）
6,384

西淀川区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 令和２年５月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
43,333

西淀川区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 令和２年５月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
1,074,397

西淀川区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　一般事務用ＦＡＸ使用料の支出について
11,567

西淀川区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　一般事務用電話使用料の支出について
17,371

西淀川区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年５月分 西淀川区役所宿直用寝具等借入にかかる経費の支出について
13,750

西淀川区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 令和２年５月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
221,086

西淀川区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年７月分　西淀川区役所災害対策用住宅入居にかかる不動産賃借料の支出について
101,100

西淀川区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年５月分　総務課分コピー代金の支出について
330

西淀川区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年５月分　総務課分コピー代金の支出について
4,537

西淀川区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年５月分　総務課分コピー代金の支出について
9,370

西淀川区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年５月分　総務課分コピー代金の支出について
1,650

西淀川区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度西淀川区広報紙「きらり☆にしよど」全戸配付業務経費の支出について(令和２年６月号)
480,210

西淀川区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 需用費　消耗品費 令和２年５月分　総務課分コピー代金の支出について
825

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 証明書発行システム用ＦＡＸ使用料の支出について（窓口サービス課　令和２年４月分）
3,885

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年６月分　国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
30,000

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年６月分　国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について
10,000

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年4月分窓口サービス課（住民情報）事務用コピー代金の支出について
21,708

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和2年4月分市内出張交通費（住民情報）の支出について
1,000

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月11日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
25,858

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 令和2年5月分西淀川区役所住民情報等業務等委託にかかる経費の支出について
429,476

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（住民情報事務用）（令和２年５月分）
15,420

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年5月分西淀川区役所住民情報等業務等委託にかかる経費の支出について
4,326,649

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　住民情報業務用後納郵便料金の支出について（窓口サービス課住民情報担当）
12,601

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　住民情報業務用後納郵便料金の支出について（窓口サービス課住民情報担当）
59,166

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法に基づく葬祭費負担金の支出について
300,000

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法に基づく出産育児一時金負担金の支出について
72,440

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料還付金（還付加算金）の支出について
2,700

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
304,897

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
2,289,085

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年5月分窓口サービス課（住民情報）事務用コピー代金の支出について
20,113
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西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
1,906

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
6,058

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
41,691

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 令和２年５月分　窓口サービス課（保険年金）分コピー代金の支出について
9,817

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
113,017

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
251,180

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
24,578

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
20,000

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
2,589

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 証明書発行システム用ＦＡＸ使用料の支出について（窓口サービス課　令和２年５月分）
3,885

西淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
780

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 西淀川区民ホール使用料還付金の支出について（令和２年６月分・平成３１年度使用申込者用）
300,000

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 西淀川区民会館使用料還付金の支出について（令和２年６月分・平成３１年度使用申込者用）
300,000

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 地域安全推進事業用防犯カメラ電気代（５月分）にかかる経費の支出について
10,710

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域支援課安全まちづくりグループ事務用市内出張交通費（５月分）の支出について
320

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域支援課安全まちづくりグループ事務用市内出張交通費（５月分）の支出について
640

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（令和2年5月分・地域支援課安全まちづくりグループ）
15,950

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（令和2年5月分・地域支援課安全まちづくりグループ）
1,000

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（令和2年5月分・地域支援課安全まちづくりグループ）
2,093

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用　お茶買入にかかる経費の支出について
29,160

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全推進事業及び環境美化活動事業用携帯電話使用にかかる経費の支出（５月分）について
5,132

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援課（安全まちづくりグループ）事業用　後納郵便の支出について（令和2年5月分）
3,024

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援課（安全まちづくりグループ）事業用　後納郵便の支出について（令和2年5月分）
1,076

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全推進事業及び環境美化活動事業用携帯電話使用にかかる経費の支出（５月分）について
3,970

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支払いについて（令和2年5月分・地域支援課安全まちづくりグループ）
628

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支払いについて（令和2年5月分・地域支援課安全まちづくりグループ）
1,200

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全推進事業用のぼり買入にかかる経費の支出について
19,800

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度西淀川区における啓発指導員配置等による放置自転車対策業務委託にかかる経費の支出（５月分）について
405,002

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 西淀川区民会館使用料還付金の支出について（令和２年６月２回目支出分・平成３１年度使用申込者用）
300,000

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域支援事業用市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
260

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年5月分　地域支援課コピー代金の支出について
1,854

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年5月分　地域支援課コピー代金の支出について
2,888

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年5月分　地域支援課コピー代金の支出について
1,753

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年5月分　地域支援課コピー代金の支出について
3,300

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年5月分　地域支援課コピー代金の支出について
516

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年5月分　地域支援課コピー代金の支出について
619

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年5月分　地域支援課コピー代金の支出について
1,238

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和2年5月分　地域支援課コピー代金の支出について
5,569

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援グループ事業用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
1,428

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援グループ事業用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
5,992

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援グループ事業用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
840

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援グループ事業用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
1,064

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用　スポットクーラー買入にかかる経費の支出について
57,750

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月29日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　消耗品費 令和2年5月分　地域支援課コピー代金の支出について
825

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月29日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 地域支援グループ事業用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
15,820

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災事業用使い捨てマスク買入に係る経費の支出について
96,140

西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 西淀川区民ホール使用料還付金の支出について（令和２年７月・平成３１年度使用申込者用）
300,000
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西淀川区役所 地域支援課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 西淀川区民会館使用料還付金の支出について（令和２年７月・平成３１年度使用申込者用）
300,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（特別保育分）令和２年６月分の支出について
20,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（通常保育分）令和２年６月分の支出について
90,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年度４月分保健福祉課（健康推進）コピー代金の支出について
13,758

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
12,750

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
2,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,840

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
8,640

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
16,880

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
264,430

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金（措置扶助金）の支出について
100,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 保健福祉課(生活支援グループ）用市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
14,400

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課(生活支援グループ）用市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
2,440

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金（措置扶助金）の支出について
33,502

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市後見制度後見人等報酬助成にかかる経費の支出について
216,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
28,285

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
40,600

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
271,370

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
85,780

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
14,370

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料（生活扶助金）の支出について
112,200

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による荷造費・運搬費（生活扶助金）の支出について
131,500

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
1,430

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による荷造費・運搬費（生活扶助金）の支出について
44,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
18,307

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費（介護扶助金）の支出について
1,100

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費（介護扶助金）の支出について
52,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費（介護扶助金）の支出について
73,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
6,090

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
49,926

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
6,090

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
21,270

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
2,900

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
5,500

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,300

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
9,300

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
6,090

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
108,001

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
19,170

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
11,872
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西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
15,760

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
3,900

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
3,040

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,560

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,100

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
2,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
4,400

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,720

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
6,540

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,160

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
58,074

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
18,846

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
31,206

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
55,747

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
69,430

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
55,315

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
154,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
17,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
84,778

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
41,325

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（特別保育分）令和２年６月分の支出について（姫島保育所）
30,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
9,721

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
1,386

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 令和２年度　母子保健事業（乳幼児健康診査等）従事医師等報償金の支出について（５月分）
99,600

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 健康推進事業用令和２年度５月分小口支払基金の繰入について
5,520

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和２年度５月分小口支払基金の繰入について
630

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
9,010

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
217,390

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
96,927

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
156,647

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
61,323

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
3,500

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
13,050

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費（介護扶助金）の支出について
46,750

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
660

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
5,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料（医療扶助金）の支出について
9,030

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
6,090

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
67,480

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,600

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
900

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,300

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,520

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
17,800
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西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
26,576

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
8,600

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分）
540

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
528

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
48,193

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費（介護扶助金）の支出について
7,480

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費（介護扶助金）の支出について
6,512

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
20,140

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
7,120

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
600

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
760

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
4,400

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,280

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
760

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
720

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
4,300

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,900

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
4,240

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
56,680

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
15,450

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
10,930

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 住宅改修理由書作成費　令和２年５月請求分の支出について
2,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援事業用小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
19,760

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料（生活扶助金）の支出について
155,760

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
14,849

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
41,600

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
5,500

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
640

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
11,820

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
3,900

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
11,970

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
5,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
29,600

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 令和２年度　成年後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
11,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和2年度民生委員・児童委員費用弁償にかかる支出について（第1四半期）
1,099,725

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
20,780

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
12,500

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
255,255

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和2年度民生委員・児童委員費用弁償にかかる支出について（第1四半期）
1,045,975

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
58,074

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
47,424

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
15,680

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
30,800
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西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援業務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
6,611

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援業務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
85,452

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援業務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
68,558

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援業務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
868

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援業務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
5,204

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援業務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
200,033

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　令和２年７月分の支出について
9,000,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　令和２年７月分の支出について
5,000,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　令和２年７月分の支出について
200,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　令和２年７月分の支出について
200,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費　令和２年７月分の支出について
1,000,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（令和２年４・５月分）
360

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（令和２年４・５月分）
440

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
26,788

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（令和２年５月分）
34,279

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
17,009

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
19,420

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
6,500

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
176,220

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
1,868

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
8,586

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
112,148

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
8,586

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
82,878

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
123,224

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 福祉事務用出張交通費の支出について（令和２年４・５月分）
680

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
1,430

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
6,968

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
4,500

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
19,724

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費（住宅扶助金）の支出について
25,900

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
59,310

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
34,233

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
8,420

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
2,160

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,840

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
940

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
2,120

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
21,040

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
34,725

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（令和２年４・５月分）
3,250
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西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
420,310

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 令和２年度介護保険事務用　後納郵便料金の支出について（５月分）
77,718

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 手話通訳サービス等用タブレット端末機のレンタルにかかる経費の支出について（令和２年５月分）
4,072

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和２年度５月分後納郵便料金の支出について
2,084

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
8,704

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
202,684

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和２年度５月分後納郵便料金の支出について
252

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和２年度５月分後納郵便料金の支出について
252

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和２年度５月分後納郵便料金の支出について
168

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和２年度５月分後納郵便料金の支出について
420

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和２年度５月分後納郵便料金の支出について
13,580

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和２年度５月分後納郵便料金の支出について
168

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和２年度５月分後納郵便料金の支出について
6,490

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費令和２年６月分の支出について
1,813,040

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金転宅資金の支出について（随時）
87,329

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和２年度５月分後納郵便料金の支出について
84

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
35,298

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
220,470

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
158,150

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用コピー代金の支出について（令和２年５月分）
25,059

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
8,990

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,768

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
18,150

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による荷造費・運搬費（生活扶助金）の支出について
55,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
15,090

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費（介護扶助金）の支出について
2,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,480

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,300

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
380

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
2,200

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 健康推進事業用令和２年度５月分市内出張交通費の支出について
2,210

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年度５月分保健福祉課（健康推進）コピー代金の支出について
8,910

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
9,680

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
17,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
24,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
69,574

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
144,570

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
9,380

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
141,020

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 健康推進事業用令和２年度５月分市内出張交通費の支出について
1,340

西淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 健康推進事業用令和２年度５月分市内出張交通費の支出について
320

淀川区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和2年度　淀川区役所庁舎管理にかかる電話代の支出について(4月分)
16,502

淀川区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務（証明書発行）用電話代の支出について（4月分）
3,885
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淀川区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用手指消毒剤（その２）　買入にかかる経費の支出について
63,360

淀川区役所 総務課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 淀川区災害対策用職員住宅管理にかかる電話代の支出について(5月分)
3,102

淀川区役所 総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎窓口用クリアパーテーション　買入にかかる経費の支出について
369,600

淀川区役所 総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度淀川区役所産業廃棄物収集運搬・処分業務（概算契約）の実施にかかる経費の支出について(令和2年5月分)
11,660

淀川区役所 総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業訓練を目的とした大阪市淀川区役所清掃業務委託（長期継続）の実施にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
1,113,416

淀川区役所 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度淀川区役所ほか２施設機械警備業務委託の実施にかかる経費の支出について(5月分)
77,000

淀川区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 淀川区災害対策用職員住宅什器賃貸借の実施にかかる経費の支出について(令和2年5月)
9,900

淀川区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 淀川区災害対策用職員住宅賃貸借の実施および同経費の支出について(令和2年7月分)
106,000

淀川区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区役所事務用市内出張交通費の支出について（４・５月分）
2,374

淀川区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用冊子（地方財務実務提要）買入の実施にかかる経費の支出について（第１回）
8,349

淀川区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入の実施にかかる経費の支出について(令和2年5月)
238,395

淀川区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入の実施に係る経費の支出について(令和2年5月)
580,751

淀川区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（淀川区役所）一式長期借入の実施にかかる経費の支出について(令和2年5月)
32,967

淀川区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入の実施にかかる経費の支出について(令和2年5月)
3,017

淀川区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入の実施に係る経費の支出について(令和2年5月)
7,848

淀川区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎使用にかかる水道代の支出について（５月分）
152,580

淀川区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎使用にかかるガス代の支出について（５月分）
50,349

淀川区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる下水道使用料の支出について（４月分）
77,357

淀川区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便利用にかかる経費の支出について（５月分）
33,042

淀川区役所 総務課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月１回目）
4,625

淀川区役所 総務課 令和02年06月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（６月１回目）
106

淀川区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 選挙事務用ならびに統計調査用等後納郵便料金の支払いについて（５月分）
780

淀川区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 選挙事務用ならびに統計調査用等後納郵便料金の支払いについて（５月分）
6,564

淀川区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用ならびに統計調査用等後納郵便料金の支払いについて（５月分）
924

淀川区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用ならびに統計調査用等後納郵便料金の支払いについて（５月分）
7,728

淀川区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について(令和2年5月分)
16,583

淀川区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 遠隔手話通訳用タブレット型端末の長期借入（その２）にかかる経費の支出について(令和2年5月分)
8,690

淀川区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（令和２年５月分）
899,978

淀川区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和2年度　淀川区役所一般廃棄物収集運搬業務（単価契約）にかかる経費の支出について(5月分)
7,761

淀川区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度淀川区役所旧庁舎清掃業務委託の実施にかかる経費の支出について(令和2年5月分)
6,468

淀川区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度淀川区役所宿直用寝具借入に係る経費の支出について（５月分）
14,025

淀川区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（令和２年５月分）
891,961

淀川区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務（証明書発行）用電話代の支出について（５月分）
3,885

淀川区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年度　淀川区役所庁舎管理にかかる電話代の支出について（５月分）
16,502

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市淀川区生涯学習ルーム事業にかかる委託料の支出について（第４回）
100,000

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市淀川区小学校区教育協議会―はぐくみネット－事業の支出について（第４回）
180,000

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市淀川区学校体育施設開放事業の支出について（第５回）
315,000

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市淀川区学校体育施設開放事業の支出について（第６回）
210,000

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市淀川区小学校区教育協議会―はぐくみネット－事業の支出について（第５回）
280,000

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 淀川区地域活動協議会補助金にかかる支出について（西三国地域活動協議会）
1,996,000

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働事務用プリンタートナーカートリッジの買入にかかる経費の支出について
21,780

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市淀川区小学校区教育協議会―はぐくみネット－事業の支出について（第６回）
150,000

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市淀川区学校体育施設開放事業の支出について（第７回）
315,000

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域における安全・安心事業用　訓練用トリアージタグの買入にかかる経費の支出について
59,950

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 啓発指導員による放置自転車対策業務（三国駅）の実施にかかる経費の支出について（令和2年4月分）
73,692

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市淀川区小学校区教育協議会―はぐくみネット－事業の支出について（第７回）
267,400

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 淀川区地域活動協議会補助金にかかる支出について（神津地域活動協議会）
2,040,000
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淀川区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,070

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,520

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市淀川区生涯学習ルーム事業にかかる委託料の支出について（第５回）
195,000

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市淀川区小学校区教育協議会―はぐくみネット－事業の支出について（第８回）
310,000

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市淀川区学校体育施設開放事業の支出について（第８回）
315,000

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市淀川区小学校区教育協議会―はぐくみネット－事業の支出について（第９回）
265,000

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市淀川区生涯学習ルーム事業にかかる委託料の支出について（第６回）
50,000

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働事務用手提げ袋ほか１２点の買入にかかる経費の支出について
64,102

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーのボランティア活動保険への加入並びに同経費の支出について
242,400

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 防犯カメラ（街頭用）（淀川区役所）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について（令和2年5月分）
163,680

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 防犯カメラ（街頭用）（淀川区役所）一式借入（再リース）の契約の締結及び同経費の支出について（令和2年5月分）
88,000

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＰ無線機回線使用料の支出について（5月分）
13,860

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＰ無線機回線使用料の支出について（5月分）
18,480

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業に係るコピー代（５月分）の支出について
11,202

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度 淀川区民センター及び淀川区老人福祉センター指定管理業務代行料の支出について（令和２年４月分）
2,762,877

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市淀川区生涯学習ルーム事業にかかる委託料の支出について（第７回）
50,000

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における令和２年５月分の料金後納郵便料金の支出について
30,252

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市淀川区学校体育施設開放事業にかかる経費の支出について（第９回）
105,000

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 啓発指導員による放置自転車対策業務（十三駅）の実施にかかる経費の支出について（5月分）
211,200

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における令和２年５月分の料金後納郵便料金の支出について
13,230

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における令和２年５月分の料金後納郵便料金の支出について
336

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯業務にかかるアルコールチェッカーの買入れ並びに同経費の支出について
3,355

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市淀川区生涯学習ルーム事業にかかる委託料の支出について（第８回）
50,000

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の還付について（過年度収入分）6-3
17,520

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の還付について（過年度収入分）
24,700

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度　新大阪駅及び周辺企業等の帰宅困難者対策事業にかかる公募型プロポーザル第２回選定委員会の開催に伴う報償金の支出について
25,100

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域における安全・安心事業用　クラフト紙手提袋の買入にかかる経費の支出について
10,208

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 啓発指導員による放置自転車対策業務（三国駅）の実施にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
73,692

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 令和２年度民間事業者を活用した課外授業（ヨドジュク）のためのワイヤレスインターネット通信使用料の支出について(令和２年５月分)
19,280

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 令和２年度民間事業者を活用した課外授業（ヨドジュク）のためのワイヤレスインターネット通信使用料の支出について(令和２年５月分)
110

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（教育支援）にかかる市内出張旅費の支出について（令和２年５月分）
3,140

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分①）
10,000

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の還付について（過年度収入分）6-4
3,120

淀川区役所 市民協働課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 淀川区民センター既納使用料の還付について（過年度収入分）
84,620

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金　令和２年６月（一般）の支出について
300,000

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金　令和２年６月分支払資金（退職）の支出について
10,000

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託の実施にかかる経費の支出について（令和2年4月分）
604,175

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託の実施にかかる経費の支出について（令和2年4月分）
1,208,350

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月02日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託の実施にかかる経費の支出について（令和2年4月分）
604,175

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,785

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
15,120

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納還付加算金の支出について
1,900

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納還付加算金の支出について
16,900

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納還付加算金の支出について
1,000

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金（一般）の支出について
5,813,383

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所　住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について　（令和２年４月分）
628,617

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所　住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について　（令和２年４月分）
4,054,550
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淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金（一般）の支出について
867,996

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度淀川区役所窓口サービス課（住民登録・戸籍）にかかる書類搬送設備保守点検業務の委託契約にかかる経費の支出について（第１回）
27,940

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録）事務用コピー代の支出について（５月分）
20,469

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（戸籍）事務用コピー代の支出について（５月分）
7,222

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
19,530

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金（一般）の口座振替不能による再支出について
88,170

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料金の支払いについて（５月分）
163,516

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料金の支払いについて（５月分）
62,658

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（外国人登録）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,180

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用トナーカートリッジの買入にかかる支出の経費について
304,590

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用コピー代（保険）の支出について（令和2年5月分）
11,124

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用コピー代（保険）の支出について（令和2年5月分）
8,392

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる令和2年5月分料金後納郵便料（管理）の支出について
88,232

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる令和2年5月分料金後納郵便料の支出について
66,233

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる令和2年5月分料金後納郵便料（管理・受取人払）の支出について
33,776

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる令和2年5月分料金後納郵便料（管理）の支出について
196,801

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる令和2年5月分料金後納郵便料の支出について
150,000

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金（一般）の支出について
2,015,876

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる令和2年5月分料金後納（受取人払）郵便料の支出について
30,000

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる令和2年5月分料金後納（受取人払）郵便料の支出について
32,975

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる令和2年5月分料金後納郵便料の支出について
100,000

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託の実施にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
604,175

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託の実施にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
1,208,350

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかるコピー代の支出について（令和2年5月分）
4,322

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託の実施にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
604,175

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納還付加算金の支出について
9,100

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 令和2年6月支給決定国民健康保険療養費（一般）の支給について
815,916

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 令和２年６月支給決定分大阪市国民健康保険にかかる葬祭費の支出について
1,200,000

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 令和２年５月支給決定国民健康保険　高額療養費（一般）の支給について
14,188

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 令和２年６月支給決定分大阪市国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について
570,060

淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金（一般）の支出について
1,979,917

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」及び「地域見守り活動サポート事業」業務委託の実施にかかる経費の支出について（第１回）
1,456,599

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」及び「地域見守り活動サポート事業」業務委託の実施にかかる経費の支出について（第１回）
10,420,777

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
91,080

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
1,900

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（特別保育）６月分
20,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（通常保育）６月分
90,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
32,393

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 生活支援担当市内出張交通費（令和２年４月分）の支払について
1,300

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援担当市内出張交通費（令和２年４月分）の支払について
1,814

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
109,671

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
57,940

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
24,590

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
243,511

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金の支出について
100,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
18,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
560,157
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淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
77,310

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
22,880

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 令和２年度大阪市淀川区保健福祉センター事業用白衣等洗濯業務委託（概算契約）（その２）にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
8,360

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
19,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
665

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
350,177

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
116,870

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
113,700

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
7,680

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
15,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
13,140

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
619,692

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
8,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分１回目）
4,488

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区子育て情報誌「ゆめキッズ」ほか1点印刷にかかる経費の支出について（ゆめキッズ56号）
30,756

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分１回目）
2,750

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
11,486

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分１回目）
3,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分１回目）
1,554

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 子育て支援担当業務にかかる市内出張交通費の支出について（令和2年4月分）
320

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 子育て支援担当業務にかかる市内出張交通費の支出について（令和2年4月分）
2,124

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
1,055,970

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
349,882

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
37,400

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
16,500

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
15,200

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
18,230

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
9,680

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
5,950

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
26,950

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
46,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
20,800

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
15,880

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
34,434

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
199,100

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
1,628

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
1,683

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
19,650

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
44,980

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
23,630

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
219,940

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金の支出について
300,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書料の支出について
3,300

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年６月分）
1,848

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年６月分）
6,500
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淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年６月分）
150

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年６月分）
4,600

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分２回目）
6,010

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分２回目）
5,226

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
207,606

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（東三国中学校　令和2年5月分）
55,105

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分２回目）
4,200

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ５月分）にかかる医師報償金の支出について
99,600

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 こどもサポートネット事業用レインコート他１５点の買入の実施にかかる経費の支出について
43,798

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 こどもサポートネット事業用　オフィスデスク用センター引出しほか１点の買入にかかる経費の支出について
55,880

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分２回目）
1,540

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分２回目）
63

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
169,550

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
48,828

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
105,410

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
97,650

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
74,686

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
88,059

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
104,500

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
32,423

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
2,585

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
14,944

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
75,290

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
29,132

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
7,070

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
459,290

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
86,691

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和2年度児童手当給付費6月分の支出について
140,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 生活支援担当事務用駐輪場利用料金の支出について
900

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
2,376

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分・２回目）
4,040

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 ＤＶによる母子生活支援施設への本入所同行にかかる管外出張旅費の支出について
7,720

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年６月分２回目）
150

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年度民生委員・児童委員費用弁償（第１四半期）の支出について
1,776,900

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭委託料の支出について
194,443

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用コピー代の支出について（令和2年5月分）
40,565

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年６月分２回目）
11,180

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
240,780

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
7,575

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
110,211

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
65,390

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年度民生委員・児童委員費用弁償（第１四半期）の支出について
1,700,650

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 令和２年度淀川区子育てサービス利用者支援事業業務委託契約にかかる経費の支出について（５月分）
561,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用並びに子育て支援担当事務用コピー代の支出について（５月分）
20,153

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
1,428

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
55,034

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
4,000
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淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（令和２年５月分）
56,050

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
28,432

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
537,732

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
1,092

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
115,025

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
15,208

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
22,268

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
126,390

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
387,200

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
66,008

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
12,310

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
215,811

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
126,353

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等の報償金の支出について（５月分）
199,200

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分１回目）
3,050

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分１回目）
9,400

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度子ども未来輝き事業（小学生・中学生のための学習支援事業）（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（４月分）
189,630

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分１回目）
4,200

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
3,330

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
48,534

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
65,238

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
476,340

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
48,400

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
49,585

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
13,750

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
11,900

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
24,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
26,500

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる令和２年７月分生活保護費の支出について
20,000,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
11,374

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる令和２年７月分生活保護費の支出について
11,000,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（美津島中学校　令和2年6月分　外2件）
183,261

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる令和２年７月分生活保護費の支出について
300,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
15,730

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
52,300

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
9,720

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる令和２年７月分生活保護費の支出について
90,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
8,480

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる令和２年７月分生活保護費の支出について
1,000,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
245,740

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度淀川区訪問型病児保育（共済型）推進事業業務委託の実施及び同経費の支出について（令和2年4月分）
592,100

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所における給食材料購入費（６月分）の支出について
2,123,540

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
111,584

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（令和2年5月分）
31,649

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
21,914

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年５月分）
7,211

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
942



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年５月分）
6,320

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 令和２年度大阪市淀川区保健福祉センター事業用白衣等洗濯業務委託（概算契約）（その２）の実施にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
3,014

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度子ども未来輝き事業（小学生・中学生のための学習支援事業）（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（５月分）
189,630

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年５月分）
84

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年５月分）
593

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年５月分）
756

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年５月分）
1,354

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年５月分）
24,398

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年５月分）
15,384

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年５月分）
684

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年５月分）
2,912

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年５月分）
168

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉・介護保険）事務用コピー代の支出について（５月分）
26,091

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年５月分）
6,650

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 生活支援担当市内出張交通費（令和２年５月分）の支出について
2,120

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援担当市内出張交通費（令和２年５月分）の支出について
1,920

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
318,683

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
57,915

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
215,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
1,874

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
71,634

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
54,090

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
74,540

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
18,444

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
41,287

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
8,800

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
450,400

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
54,100

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
420

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
168

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
588

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
568

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
2,268

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
588

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
10,510

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
8,888

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
38,538

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
420

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年５月分）
5,648

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年５月分）
690,414

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
6,478

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
10,822

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
168

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年５月分）
840

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
21,638

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
14,424

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉・介護保険）事務用コピー代の支出について（５月分）
5,786
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淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年５月分）
2,662

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年５月分）
708

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和２年５月分）
8,952

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（三国中学校　令和2年4月分　）
65,313

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
1,452

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
6,669

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分・１回目）
3,223

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分・１回目）
2,168

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分・１回目）
4,200

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 子育て支援担当業務にかかる市内出張交通費の支出について（令和2年5月分）
2,640

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 子育て支援担当業務にかかる市内出張交通費の支出について（令和2年5月分）
1,288

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用蛍光ペンほか１０点買入にかかる経費の支出について
32,054

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
58,074

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
6,392

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
129,412

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
21,600

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支給について（代理受領方式）
63,360

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
5,730

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
56,404

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
41,961

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
13,300

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について（代理受領方式）
48,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
182,600

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
2,760

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
1,672

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
9,207

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
7,680

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
131,018

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
26,770

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
126,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
20,000

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 子育て支援担当業務にかかる市内出張交通費の支出について（令和2年5月分）
3,746

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　印刷製本費 こどもサポートネット事業広報用チラシの印刷にかかる経費の支出について
54,340

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 子育て支援担当事務用トナーカートリッジの買入にかかる経費の支出について
57,321

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 こどもサポートネット事業用自転車買入にかかる経費の支出について
88,220

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 こどもサポートネット事業用自転車買入にかかる経費の支出について
1,200

淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書料の支出について
4,400

淀川区役所 政策企画課 令和02年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度地域課題解決型淀川区役所広報誌「よどマガ！」配布業務委託（十三地域）（令和2年4月号～令和3年3月号）にかかる経費の支出について（令和2年5月号分）
62,577

淀川区役所 政策企画課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報誌（令和2年5月号～令和3年4月号）（淀川区役所）概算印刷（令和2年6月号分）にかかる経費の支出について
1,103,124

淀川区役所 政策企画課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度淀川区役所広報誌「よどマガ！」配布業務委託（概算契約）（令和2年4月号～令和3年3月号）にかかる経費の支出について（令和2年5月号分）
661,808

淀川区役所 政策企画課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度淀川区役所広報誌企画編集業務委託にかかる経費の支出について（令和2年6月号分）
398,640

淀川区役所 政策企画課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度淀川区役所広報誌点訳業務及び広報誌点字版製作・発送業務委託（概算契約）（令和2年5月号～令和3年4月号）（令和2年6月号分）にかかる経費の支出について
102,300

淀川区役所 政策企画課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画課事務用　後納郵便料金（５月分）の支出について
2,572

淀川区役所 政策企画課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画課事務用（受取人払）後納郵便料金（５月分）の支出について
2,311

淀川区役所 政策企画課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について(令和２年５月分)
4,820

淀川区役所 政策企画課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について(令和２年５月分)
110

淀川区役所 政策企画課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度地域課題解決型淀川区役所広報誌「よどマガ！」配布業務委託（十三地域）にかかる経費の支出について（令和2年6月号分）
62,577
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東淀川区役所 総務課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度 新聞未購読世帯への東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」配付業務委託（令和２年４月号～令和３年３月号）（概算契約）に係る経費の支払について（５月号分）
247,816

東淀川区役所 総務課 令和02年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 工事請負費　改修工事費 東淀川区役所２階東側電話工事経費の支出について
126,500

東淀川区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金用繰入金の支出について（令和２年５月分）
6,094

東淀川区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金用繰入金の支出について（令和２年５月分）
1,010

東淀川区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金用繰入金の支出について（令和２年５月分）
29,875

東淀川区役所 総務課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年４月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課外７件）
93,703

東淀川区役所 総務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理事務用　飛沫防止対策プレートの購入に係る経費の支出について
380,437

東淀川区役所 総務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」企画編集業務委託（令和２年５月号～令和３年４月号）に係る経費の支払いについて（６月号分）
300,850

東淀川区役所 総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　傘袋外９点の購入に係る経費の支出について
123,948

東淀川区役所 総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分）
3,146

東淀川区役所 総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分）
18,458

東淀川区役所 総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分）
10,395

東淀川区役所 総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市東淀川区合同庁舎等清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
568,700

東淀川区役所 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール購入にかかる経費の支出について（その２）
63,360

東淀川区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和２年４月分市内出張交通費の支出について（総務）
2,520

東淀川区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報紙（令和２年５月号～令和３年４月号）（東淀川区役所）概算印刷に係る経費の支払いについて（６月号分）
420,420

東淀川区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 令和２年度　東淀川区広報紙新聞折込広告業務委託（令和２年５月号～令和３年４月号）（概算契約）に係る経費の支払いについて（６月号分）
230,049

東淀川区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」（令和２年５月号～令和３年４月号）点字版製作業務委託（概算契約）に係る経費の支払いについて（６月号分）
50,600

東淀川区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 令和２年５月分　東淀川区役所ほか１施設で使用する電気料金の支出について
860,491

東淀川区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市東淀川区役所窓口案内従事者派遣に係る経費の支払いについて（５月分）
533,153

東淀川区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　東淀川区役所及び同出張所宿直用寝具の賃貸借に係る経費の支出について（５月分）
22,000

東淀川区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報業務用　LINE公式アカウント利用料金の支払いについて（５月分）
16,500

東淀川区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東淀川区役所ケーブルテレビ回線利用料に係る経費の支出について（５月分）
733

東淀川区役所 総務課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市災害対策用職員住宅に係る賃料及び共益費の支出について（令和２年７月分）
95,000

東淀川区役所 総務課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度 新聞未購読世帯への東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」配付業務委託（令和２年４月号～令和３年３月号）（概算契約）に係る経費の支払について（６月号分）
248,826

東淀川区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　東淀川区役所及び同出張所一般廃棄物収集・運搬及び処分業務委託に係る経費の支出について（５月分）
11,348

東淀川区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　東淀川区選挙管理委員会事務用及び東淀川区役所研修事務用後納郵便料の支出について
1,040

東淀川区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス使用料の支出について（令和2年5月分）
5,225

東淀川区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分）
19,221

東淀川区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分）
356,825

東淀川区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分）
1,210,924

東淀川区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　東淀川区選挙管理委員会事務用及び東淀川区役所研修事務用後納郵便料の支出について
588

東淀川区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　東淀川区選挙管理委員会事務用及び東淀川区役所研修事務用後納郵便料の支出について
7,560

東淀川区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分）
2,949

東淀川区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遠隔手話・外国語通訳支援事業用　タブレット型端末借入の支払いについて（５月分）
16,288

東淀川区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所及び同出張所産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託に係る経費の支出について(５月分)
8,316

東淀川区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　後納郵便料金の支払について（総務課（総合企画））
8,527

東淀川区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話料金の支出について（令和２年６月請求分）
7,770

東淀川区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話料金の支出について（令和２年６月請求分）
29,704

東淀川区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分　後納郵便料金の支払について（総務課（総合企画））
84

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 郵便局証明書取次サービスにかかる通信運搬費の支出について（令和2年4月分）
3,885

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 郵便局証明書取次サービスにかかる通信運搬費（メンバーズネット加入契約）の支出について（令和2年4月分）
1,479

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（４月分）
775,390

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（４月分）
1,550,780

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 令和2年6月分国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の支出について
100,000

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 令和2年6月分国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の支出について
500,000

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金令和２年６月支払資金の支出について
150,000
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東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金令和２年６月支払資金の支出について
10,000

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（４月分）
387,695

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料の支出について（令和2年4月分）
17,952

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 証明書発行システム機器保守及び消耗品供給業務にかかる支出について（令和2年4月分）
748

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料（電気料金）の支出について（令和2年4月分）
1,152

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（令和２年４、５月受付分）
2,692,033

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月08日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 令和２年４月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課　保険年金）
19,137

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（令和２年４月受付分）
2,300

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月12日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（令和２年４、５月受付分）
1,982,616

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託にかかる委託料の支出について（令和2年4月分）
826,029

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託にかかる委託料の支出について（令和2年4月分）
8,198,094

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月３日分）
1,780

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所窓口以外での証明書取次サービスにおける証明書発行用システム機器長期借入に係る経費の支出について（令和2年5月分）
5,453

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料（電気料金）の支出について（令和2年5月分）
1,152

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料（郵送料金）の支出について（令和2年4月取扱分）
710

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
16,015

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
122,932

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
53,209

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
105,499

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
116,572

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
148,227

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（令和２年５月受付分）
170,274

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
93,970

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
31,496

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
24,947

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料の支出について（令和2年5月分）
20,416

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる令和２年５月分後納郵便料金の支出について
143,730

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 証明書発行システム機器保守及び消耗品供給業務にかかる支出について（令和2年5月分）
1,001

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 郵便局証明書取次サービスにかかる通信運搬費（メンバーズネット加入契約）の支出について（令和2年5月分）
1,421

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる令和２年５月分後納郵便料金の支出について
76,662

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 郵便局証明書取次サービスにかかる通信運搬費の支出について（令和2年5月分）
3,885

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（５月分）
775,390

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる令和２年５月分後納郵便料金の支出について
598

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（５月分）
1,550,780

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 令和２年６月分国民健康保険療養費（一般）の支出について
820,658

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 令和2年6月分国民健康保険葬祭費の支出について
950,000

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 令和2年6月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
420,000

東淀川区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（５月分）
387,695

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　手数料 生活保護費出金の際に生じる手数料（6月分）の支出について（出張所）
3,300

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(おむつ代)にかかる経費の支出について
791,322

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費（６月分）・教材費)にかかる経費の支出について
37,103

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(教材費)にかかる経費の支出について
7,216

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 大阪市立豊里第１保育所外２保育所における消耗品費(特別保育分)令和２年６月分の支出について
30,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立豊里第１保育所外４保育所における消耗品費(通常保育分)令和２年６月分の支出について
150,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代）にかかる経費の支出について
20,892

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(オムツ代)にかかる支出について
1,980

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(オムツ代)にかかる支出について
142,305
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東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送・家財処分）の支出について
30,800

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（契約更新料・その他住宅扶助）にかかる経費の支出について
50,547

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）にかかる経費の支出について
3,220

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
47,819

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
276,200

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）にかかる経費の支出について
71,380

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
40,430

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（高等学校等就学費）にかかる経費の支出について
21,200

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診（４月分）にかかる報償金の支出について
87,800

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科検診（４月分）にかかる報償金の支出について
6,300

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３か月児健診（４月分）にかかる報償金の支出について
99,600

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 １歳６か月児健診（４月分）にかかる報償金の支出について
81,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 令和2年4月分　生活保護業務事務用コピー機にかかる消耗品費の支出について（保健福祉課（生活支援））
44,352

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
4,400

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
3,440

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（引越し移送費）にかかる経費の支出について
100,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（その他生活扶助）の支出について
84,873

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持費・その他住宅扶助）にかかる経費の支出について
58,350

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）の支出について
1,800

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる支出について
24,600

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
3,020

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料・検査料・医療移送（タクシー）)にかかる経費の支出について
231,190

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
405,641

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 令和２年４月分　コピー機に係る消耗品費の支出について(介護保険)
8,944

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(おむつ代)にかかる経費の支出について
359,388

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 助産師による専門的相談事業（４月分）にかかる報償金の支出について
36,940

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
6,917

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
6,760

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
24,400

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(オムツ代)にかかる支出について
244,573

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
28,323

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課レイアウト変更に係る事務用品購入経費の支出について
59,400

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分費・妊娠検査料）にかかる経費の支出について
243,300

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
20,620

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
129,637

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
45,880

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業にかかる市内出張旅費の支出について（令和２年４月分）保健
2,684

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）保健福祉
11,880

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）保健福祉
2,587

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
199,630

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
70,030

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料・検診料・その他医療扶助)にかかる経費の支出について
172,392

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の経費の支出について
44,405

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）保健福祉
3,748

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長審判請求請求にかかる診断書作成料の支出について
5,500

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代）にかかる経費の支出について
12,989

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送（その他））及び医療扶助費（医療移送（タクシー））にかかる経費の支出について
9,400
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東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(教材費)にかかる経費の支出について
3,080

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(教材代)の支出について（令和2年4月）
25,639

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
2,475

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
2,228

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送（その他））及び医療扶助費（医療移送（タクシー））にかかる経費の支出について
20,120

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）にかかる経費の支出について
224,830

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年４月分コピー機にかかる消耗品費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
21,384

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
430,582

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
115,062

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
19,037

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
120,443

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（引越し移送費・妊娠検査料）にかかる経費の支出について
248,020

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(おむつ代)にかかる経費の支出について
413,610

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
198,560

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
237,600

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）保健企画
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）保健企画
840

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）保健企画
840

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）保健企画
840

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
317,378

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
629,231

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）保健福祉
11,010

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
4,210

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(オムツ代)にかかる支出について
440,983

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による令和２年６月分扶助費の支出について（出張所）（追加分）
70,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる支出について
63,990

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
124,069

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
46,780

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
1,024,290

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送・家財処分）の支出について
110,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料・その他医療扶助)にかかる経費の支出について
153,390

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
472,522

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 工事請負費　改修工事費 総合福祉システム並びに国保システム用端末機等機器一式移設に伴う接続及び疎通・動作確認業務の委託料の支出について
440,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
17,830

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
7,919

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
274,190

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
50,340

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
282,164

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代）にかかる経費の支出について
12,906

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（契約更新料）にかかる経費の支出について
10,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）にかかる経費の支出について
100,530

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（高等学校等就学費）にかかる経費の支出について
15,900

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の経費の支出について
110,982

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の経費の支出について
61,770

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(おむつ代)にかかる経費の支出について
603,086

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
22,633

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,050
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東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
8,040

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（引越し移送費）にかかる経費の支出について
203,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
155,485

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
969,211

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 エアコン用電源工事（中島中学校）に係る経費の支出について
325,961

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 令和２年度　東淀川区役所保健福祉課白衣等洗濯業務（概算契約）に係る経費の支出について（５月分）
6,534

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
38,866

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
119,600

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による令和2年7月分扶助費の支出について
36,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による令和2年7月分扶助費の支出について
19,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(教材代)の支出について（令和2年5月分）
1,450

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による令和2年7月分扶助費の支出について
500,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費・その他医療扶助）にかかる経費の支出について
94,513

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による令和2年7月分扶助費の支出について
600,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による令和2年7月分扶助費の支出について
2,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立豊里第１保育所外４保育所における給食費令和２年６月分の支出について
3,004,260

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
47,753

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
238,090

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送・家財処分）の支出について
203,500

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(オムツ代)にかかる支出について
17,200

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(オムツ代)にかかる支出について
79,506

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(家具什器費)にかかる支出について
26,055

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(おむつ代)にかかる経費の支出について
583,168

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（その他介護扶助）の支出について
12,581

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
25,840

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる支出について
44,480

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
56,292

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
221,350

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
141,160

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 令和２年度なにわっ子すくすくスタート事業「子育て情報GOGOみのりちゃん」の発行に係る印刷製本費の支出について（1回目）
23,100

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
2,940

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センターにかかる庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料の支出について（令和２年５月分）保健
11,886

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センターに係る携帯電話の通話料の支出について（５月分）
7,152

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センターに係る携帯電話の通話料の支出について（令和２年５月分）保健企画
29,370

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
3,976

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
28,948

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
975,619

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
8,586

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
103,220

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
53,742

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務事務用消耗品（ビジネスインクジェットプリンター 外３２点）にかかる経費の支出について
138,229

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務にかかる携帯電話の通話料の支出について（令和2年5月分）
9,477

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（引越し移送費・家財処分費）にかかる経費の支出について
333,300

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料・検診料・医療移送（タクシー）)にかかる経費の支出について
165,660

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
4,622

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
2,268

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 地域生活向上教室事業講師謝礼の支出について（令和２年５月実施分）
8,980
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東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 酒害教室事業講師謝礼の支出について（令和２年度６月分）
8,960

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
430

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
20,904

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
2,908

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
1,848

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
18,116

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
682

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)令和２年５月分
122,760

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)令和２年５月分
39,059

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
336

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（引越し移送費）にかかる経費の支出について
801,900

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による令和２年７月分扶助費の支出について（出張所）
4,500,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による令和２年７月分扶助費の支出について（出張所）
3,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）にかかる経費の支出について
1,165

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による令和２年７月分扶助費の支出について（出張所）
80,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による令和２年７月分扶助費の支出について（出張所）
100,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）にかかる経費の支出について
76,580

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による令和２年７月分扶助費の支出について（出張所）
500,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分）保健福祉
7,980

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分）保健福祉
12,800

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 助産師による専門的相談事業（５月分）にかかる報償金の支出について
48,070

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和２年５月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
320

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
644

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
1,484

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
168

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
1,484

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　保健福祉課総合相談窓口業務委託に係る委託料の支出について(令和２年５月分）
594,375

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年度第１四半期　民生委員児童委員に係る費用弁償の支払いについて
1,948,733

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
178

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
8,785

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
41,418

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
80,878

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
26,800

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
3,148

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
1,444

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
14,250

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 令和２年５月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
5,180

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 令和2年5月分　生活保護業務事務用コピー機にかかる消耗品費の支出について（保健福祉課（生活支援））
28,438

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 令和2年5月分　郵便料金の支出について（生活支援）
1,251,071

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(おむつ代)にかかる経費の支出について
407,620

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(教材費)にかかる経費の支出について
736,425

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
437,460

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年度第１四半期　民生委員児童委員に係る費用弁償の支払いについて
1,876,233

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
23,770

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
729,749

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
3,192

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
9,756
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東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
121,186

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
84

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診（５月分）にかかる報償金の支出について
87,800

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３か月児健診（５月分）にかかる報償金の支出について
99,600

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
204

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分）保健福祉
8,687

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
13,418

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
15,432

東淀川区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
4,780

東淀川区役所 地域課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和２年４月分市内出張交通費の支出について（地域課）
1,420

東淀川区役所 地域課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年４月分コピー機にかかる消耗品費の支出について（地域課）
21,912

東淀川区役所 地域課 令和02年06月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
2,200

東淀川区役所 地域課 令和02年06月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
4,200

東淀川区役所 地域課 令和02年06月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
4,200

東淀川区役所 地域課 令和02年06月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民ホール使用料の過年度還付支出について
22,020

東淀川区役所 地域課 令和02年06月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
4,200

東淀川区役所 地域課 令和02年06月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
4,320

東淀川区役所 地域課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東淀川区地域活動協議会の運営に係る指導及び助言等の業務を行う会計年度任用職員選考試験にかかる委員報酬の支出について（令和２年５月12日開催分）
53,800

東淀川区役所 地域課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（地域課　令和２年５月分）
450

東淀川区役所 地域課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（地域課　令和２年５月分）
1,205

東淀川区役所 地域課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（地域課　令和２年５月分）
14,858

東淀川区役所 地域課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　特殊詐欺被害防止啓発活動にかかるマグネットシートとのぼり購入経費の支出について
100,925

東淀川区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業　使い捨て除細動パッドの購入経費の支出について
9,350

東淀川区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
5,760

東淀川区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
2,160

東淀川区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
6,600

東淀川区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
12,480

東淀川区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
1,800

東淀川区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
1,800

東淀川区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
1,800

東淀川区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
12,800

東淀川区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
1,800

東淀川区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
1,800

東淀川区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
18,480

東淀川区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民ホール使用料の過年度還付支出について
31,460

東淀川区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
5,760

東淀川区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民ホール使用料の過年度還付支出について
27,160

東淀川区役所 地域課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
24,600

東淀川区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
10,080

東淀川区役所 地域課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民ホール使用料の過年度還付支出について
55,680

東淀川区役所 地域課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 交通安全対策事業　令和２年度　淡路駅周辺自転車利用適正化業務委託に係る経費の支出について（５月分）
234,008

東淀川区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金
交通安全対策事業　令和２年度　淡路駅周辺の自転車課題に対する調査・分析及び広報・啓発活動等に係る業務委託受注者選定委員会開催に係る選定委員の報償費の支
出について 52,020

東淀川区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年５月分コピー機にかかる消耗品費の支出について（地域課）
22,971

東淀川区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策事業　携帯電話料金の支出について（５月分）
8,817

東淀川区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災力向上事業　防災用タブレット使用料の支出について（５月分）
8,144

東淀川区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災力向上事業　災害時用携帯電話料金の支出について（５月分）
6,177

東淀川区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 需用費　消耗品費 令和２年５月分コピー機にかかる消耗品費の支出について（地域課）
1,827
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東淀川区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
11,880

東淀川区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
15,000

東淀川区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
3,600

東淀川区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民ホール使用料の過年度還付支出について
56,480

東淀川区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民ホール使用料の過年度還付支出について
49,980

東淀川区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
11,880

東淀川区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
12,120

東淀川区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
7,560

東淀川区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
2,640

東淀川区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
3,600

東淀川区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民ホール使用料の過年度還付支出について
43,600

東淀川区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
1,800

東淀川区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
2,400

東淀川区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
1,800

東淀川区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
2,400

東淀川区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
3,360

東淀川区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
4,680

東淀川区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
9,360

東淀川区役所 地域課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分（地域課）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
84

東淀川区役所 地域課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分（地域課）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
25,816

東淀川区役所 地域課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分（地域課）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
280

東淀川区役所 地域課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分（地域課）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
5,372

東淀川区役所 地域課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分（地域課）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
1,110

東淀川区役所 地域課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分（地域課）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
44,000

東淀川区役所 地域課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分（地域課）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
94

東淀川区役所 地域課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和２年５月分市内出張交通費の支出について（地域課）
1,360

東淀川区役所 地域課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　特殊詐欺被害防止に係る啓発ステッカー購入経費の支出について
132,000

東淀川区役所 地域課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災力向上事業　ＩＰ無線機の使用料の支出について（５月分）
41,580

東淀川区役所 地域課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
4,320

東淀川区役所 地域課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
2,800

東淀川区役所 地域課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
2,800

東淀川区役所 地域課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
4,320

東淀川区役所 地域課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
6,480

東淀川区役所 地域課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付支出について
2,800

東成区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報用及び保健福祉課用タブレット端末の導入及び通信契約にかかる経費の支出について（４月分）
11,226

東成区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度東成区広報紙「ひがしなりだより」編集業務にかかる経費の支出について（6月号分）
108,350

東成区役所 総務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 東成区災害対策用職員住宅にかかる電話料金の支出について（５月分）
2,752

東成区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度東成区役所外１箇所から排出する産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（4月分）
37,515

東成区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン等機器（東成区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
64,405

東成区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（東成区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
163,291

東成区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（東成区役所）一式　長期借入経費の支出について（５月分）
11,067

東成区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度庁内情報利用パソコン等機器（東成区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
460,600

東成区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（東成区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
3,072

東成区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東成区広報紙「ひがしなりだより」（令和2年5月号～令和3年4月号）概算印刷にかかる経費の支出について（６月号）
350,900

東成区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報業務にかかるタブレット端末の導入及び通信契約にかかる経費の支出について（４月分）
5,040

東成区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度東成区広報紙「ひがしなりだより」点字版製作・配送業務にかかる経費の支出について（6月号分）
40,896

東成区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課用市内出張交通費の支出について（５月分）
1,444
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東成区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型東成区広報紙「ひがしなりだより」配布業務（中道地域）にかかる経費の支出について（6月分）
41,800

東成区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型東成区広報紙「ひがしなりだより」配布業務（深江地域）にかかる経費の支出について（６月号分）
39,710

東成区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度宿日直用寝具等の借入及び同経費の支出について（５月分）
11,550

東成区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務・統計用後納郵便料の支出について（５月分）
624

東成区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型東成区広報紙「ひがしなりだより」配布業務（北中道地域）にかかる経費の支出について（6月号分）
54,964

東成区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務・統計用後納郵便料の支出について（５月分）
84

東成区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 東成区災害対策用職員住宅にかかる賃借料等の支出について(令和２年７月分)
115,000

東成区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度東成区役所外１箇所から排出する一般廃棄物収集運搬業務（概算契約）にかかる経費の支出について（5月分）
6,467

東成区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所庁舎外１箇所庁舎清掃業務委託長期継続経費の支出について(5月分)
480,947

東成区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
976

東成区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
4,956

東成区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用コピー料金の支出について（令和２年５月分）
16,184

東成区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所電気料金の支出について（令和2年5月分）
541,696

東成区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）電気料金の支出について（令和2年5月分）
68,244

東成区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画担当用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
1,240

東成区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画担当用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
390

東成区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型東成区広報紙「ひがしなりだより」配布業務（東小橋地域）にかかる経費の支出について（6月号分）
32,395

東成区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計用後納郵便料（レターパック）の支出について（５月分）
106,190

東成区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型東成区広報紙「ひがしなりだより」配布業務（中本地域）にかかる経費の支出について（6月号分）
35,530

東成区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型東成区広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（大成・東中本・神路・片江・宝栄地域）にかかる経費の支出について（6月号分）
307,417

東成区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口案内業務従事者派遣（長期継続）にかかる委託料の支出について（５月分）
501,552

東成区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度地域課題解決型東成区広報紙「ひがしなりだより」配布業務（今里地域）にかかる経費の支出について（6月号分）
31,350

東成区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所電話料金の支出について（令和２年５月分）
16,502

東成区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報用及び保健福祉課用タブレット端末の導入及び通信契約にかかる経費の支出について（５月分）
11,226

東成区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報関連証明発行システム回線使用料の支出について（令和２年５月分）
3,885

東成区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区保健福祉センター分館庁舎機械警備業務委託長期継続経費の支出について（5月分）
11,000

東成区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東成区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（令和２年５月分）
733

東成区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（6月分）資金前渡（一般）
100,000

東成区役所 窓口サービス課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東成区役所住民情報業務等委託長期継続契約経費の支出について（4月分）
318,312

東成区役所 窓口サービス課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所住民情報業務等委託長期継続契約経費の支出について（4月分）
3,249,648

東成区役所 窓口サービス課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料還付加算金の支出について（6月分）①
7,600

東成区役所 窓口サービス課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（6月分）①
1,862,281

東成区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）用コピー料金の支出について（5月分）
976

東成区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）用コピー料金の支出について（5月分）
6,830

東成区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）用コピー料金の支出について（5月分）
1,659

東成区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）用コピー料金の支出について（5月分）
292

東成区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険５月分）
8,657

東成区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険５月分）
11,402

東成区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険５月分）
35,293

東成区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険５月分）
23,416

東成区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理５月分）
47,660

東成区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険５月分）
66,702

東成区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理５月分）
116,467

東成区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理５月分）
19,287

東成区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（6月分）②
580,961

東成区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険５月分）
18,567

東成区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険５月分）
8,631



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

東成区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険５月分）
23,056

東成区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
1,469

東成区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー機利用料金の支出について（５月分）
20,639

東成区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
51,624

東成区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
168

東成区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（令和２年６月支払分）
486,448

東成区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（令和２年６月支払分）
250,000

東成区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（6月分）③
296,215

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,384

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（東小橋保育所特別保育用・令和２年６月分）
10,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（東小橋保育所　令和２年６月分）
30,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代・妊娠検査料・移送費（引越代）の支出について（６月分）
409,247

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について（６月分）
2,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（ストマ5月5回目）
253,288

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具にかかる費用の支出について（６月分）
3,080

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入にかかる費用の支出について（６月分）
1,980

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による人工妊娠中絶料の支出について（６月分）
185,370

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料、診察料の支出について（６月分）
41,950

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料・治療材料費（眼鏡代）の支出について（６月分）
57,290

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について（６月分）
30,250

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について（６月分）
478,140

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金の支出について（６月分）
100,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について（６月分）
64,908

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代の支出について（６月分）
147,530

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代の支出について（６月分）
24,274

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代の支出について（６月分）
66,175

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について（６月分）
667,640

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（ストマ5月分6回目）
97,190

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（ストマ5月4回目）
22,880

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（６月分）の支出について（６９名分）
610,780

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について（６月分）
44,303

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（６月分）
35,500

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料・治療材料（眼鏡代）の支出について（６月分）
129,073

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（障がい者用屋内信号装置）
78,850

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（ストマ5月７回目）
53,400

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（ストマ5月８回目）
1,419

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について(ストマ5月分9回目)
31,550

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（視覚障がい者用ポータブルレコーダー５月分）
85,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代・移送費（引越代）の支出について（６月分）
188,514

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料・治療材料（眼鏡代・装具代）の支出について（６月分）
143,437

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について（６月分）
438,810

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について（６月分）
100,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について（６月分）
92,992

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代の支出について（６月分）
25,180

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（６月分）
5,933

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具にかかる費用の支出について（６月分）
2,376

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料・治療材料（装具代）の支出について（６月分）
120,187
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東成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（第１四半期分）
150,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度「おまもりネット事業」を活用した高齢者・障がい者等支援ネットワーク強化事業にかかる所要経費の支出について（第２四半期分）
5,561,920

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（携帯用会話補助装置　５月分）
98,800

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（ストマ5月１０回目）
239,160

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（ネブライザー（吸入器））（6月分）
35,392

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（ストマ5月１１回目）
24,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（ストマ６月１回目）
18,630

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（特殊寝台他）（6月分）
213,500

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（６月分）の支出について（４８名分）
430,112

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（６月分）
30,520

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見人等報酬助成金の支出について
364,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
20,284

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
9,530

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事業用コピー料金の支出について（５月分）
6,140

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事業用コピー料金の支出について（５月分）
2,247

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代・移送費（引越代）の支出について（６月分）
215,586

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,680

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
7,480

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
382

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事業用コピー料金の支出について（５月分）
12,057

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
13,420

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,365

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,400

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 保健福祉課（保健福祉）用市内出張交通費の支出について（４月分その２）
460

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用コピー料金の支出について（５月分）
16,070

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（６月分）
14,784

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について(６月分)
11,354

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（６月分）
5,401

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（６月分）
31,800

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等従事者への報償金の支出について（５月分）
74,700

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
84

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,260

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
3,148

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
29,750

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,092

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
12,856

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
3,320

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
4,800

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,264

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
6,146

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（５月分）
13,448

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（５月分）
54,250

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（５月分）
212,785

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（５月分）
5,710

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（５月分）
63,360

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（５月分）
873
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東成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代・移送費（引越代）の支出について（６月分）
167,200

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料・治療材料費（眼鏡代・装具代）の支出について（６月分）
215,908

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について（６月分）
242,620

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
5,292

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
70,478

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
6,666

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
12,780

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
336

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（児童・保健）事業用コピー料金の支出について（５月分）
9,116

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（児童・保健）事業用コピー料金の支出について（５月分）
922

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（児童・保健）事業用コピー料金の支出について（５月分）
10,456

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所給間食材料代の支出について（令和２年６月分）
589,520

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用新規追給払い分扶助費の支出について（７月分）
12,000,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用新規追給払い分扶助費の支出について（７月分）
6,500,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用新規追給払い分扶助費の支出について（７月分）
250,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用新規追給払い分扶助費の支出について（７月分）
800,000

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（ストマ６月分４回目）
15,450

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（６月分）の支出について（２９名分）
276,374

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
94

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
908

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（６月支払４回目）
47,610

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（６月支払３回目）
41,881

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（６月支払８回目）
67,204

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（６月支払１回目）
2,597

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（６月支払７回目）
10,590

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（６月支払５回目）
57,346

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（６月支払２回目）
604,963

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（６月支払６回目）
169,388

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
84

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
2,314

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
84

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
94

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
168

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,344

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,078

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
756

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
9,366

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
2,856

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
324,681

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
4,926

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
12,280

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
3,940

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（ストマ６月分５回目）
79,316

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代・妊娠検査料の支出について（６月分）
139,064

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（６月分）
34,490

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について（６月分）
904,740

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（令和２年４月分）
2,628
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東成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年度　民生委員・児童委員にかかる費用弁償（第１四半期）の支出について
1,013,200

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（６月支払１２回目）
5,734

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（６月支払１３回目）
20,458

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（６月支払１０回目）
158,760

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（６月支払９回目）
201,092

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）（６月支払１１回目）
145,220

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（ストマ６月分７回目）
30,726

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（ストマ６月分２回目）
51,148

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（ストマ６月分３回目）
351,620

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（ストマ６月分６回目）
24,400

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（６月分）
24,194

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（６月分）の支出について（２３名分）
187,371

東成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年度　民生委員・児童委員にかかる費用弁償（第１四半期）の支出について
963,200

東成区役所 市民協働課 令和02年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度鶴橋駅前自転車等通行環境改善事業業務委託にかかる経費の支出について（４月分）
121,674

東成区役所 市民協働課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 東成区地域防災リーダーにかかるボランティア活動保険加入経費「防災リーダー７名追加分」の支出について
4,200

東成区役所 市民協働課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 市民協働課市内出張交通経費（４月分）の支出について
1,180

東成区役所 市民協働課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課市内出張交通経費（４月分）の支出について
950

東成区役所 市民協働課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（北中道）
100,000

東成区役所 市民協働課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（今里）
100,000

東成区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館条例第１４条第１項第２号による既納使用料の還付用資金（過年度用）令和２年６月分の支出について
3,300,000

東成区役所 市民協働課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
6,000

東成区役所 市民協働課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,750

東成区役所 市民協働課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度大阪市青少年福祉委員活動交付金の支出について
90,000

東成区役所 市民協働課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（中道）
100,000

東成区役所 市民協働課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課用コピー料金の支出について（５月分）
16,978

東成区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料（５月分）の支出について
7,320

東成区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料（５月分）の支出について
1,456

東成区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料（５月分）の支出について
1,260

東成区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料（５月分）の支出について
9,704

東成区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料（５月分）の支出について
22,260

東成区役所 市民協働課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課市内出張交通経費（５月分）の支出について
414

東成区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー用隊員装備品　防災作業服（上衣）ほか４点買入にかかる経費の支出について
239,712

東成区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ひがしなり防災情報（LINE公式アカウント）月額ライトプラン５月分経費の支出について
5,500

東成区役所 市民協働課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度鶴橋駅前自転車等通行環境改善事業業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
121,674

東成区役所 市民協働課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館条例第１４条第１項各号による既納使用料の還付用資金（過年度用）令和２年７月分の支出について
2,670,000

生野区役所 企画総務課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和2年度点字プリンタ等借入経費の支出について（令和２年４月号分）
4,565

生野区役所 企画総務課 令和02年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 企画総務課市内出張旅費の支出について（４月分）
1,810

生野区役所 企画総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区広報紙「広報いくの」全戸配布業務委託経費の支出について（令和2年5月号分）
468,056

生野区役所 企画総務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所正面玄関音声案内装置取り付け業務委託の支出について
35,200

生野区役所 企画総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　生野区役所産業廃棄物収集運搬・処理業務委託の実施経費の支出について（４月分）
38,511

生野区役所 企画総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　生野区役所庁舎から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（令和2年4月分）
26,278

生野区役所 企画総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（5月分②）
11,274

生野区役所 企画総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（5月分②）
16,500

生野区役所 企画総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用生野区広報紙点字版製作業務委託経費の支出について（令和２年６月号分）
101,475

生野区役所 企画総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業にかかる生野区広報紙企画編集業務委託経費の支出について（令和2年6月号分）
172,000

生野区役所 企画総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（5月分②）
4,956

生野区役所 企画総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（5月分②）
1,010
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生野区役所 企画総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（生野区役所）一式長期借入経費の支出について（令和2年5月分）
49,771

生野区役所 企画総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 高速プリンター（生野区役所）（その２）長期借入経費の支出について（令和2年5月分）
29,260

生野区役所 企画総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和2年度点字プリンタ等借入経費の支出について（令和2年5月号分）
4,565

生野区役所 企画総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度導入LGWAN接続系利用パソコン等機器一式（生野区役所）長期借入経費の支出について（令和2年5月分）
33,200

生野区役所 企画総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（生野区役所）一式長期借入経費の支出について（令和2年5月分）
674,947

生野区役所 企画総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（令和2年5月分）
251,984

生野区役所 企画総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度庁内情報利用デスクトップパソコン等機器（生野区役所）一式長期借入（再リース）経費の支出について（令和2年5月分）
6,655

生野区役所 企画総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所お客様エスコートサービス事業フロアマネージャー派遣（労働者派遣）経費の支出について（令和２年４月分）
901,291

生野区役所 企画総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジほか４点　買入経費の支出について
3,960

生野区役所 企画総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジほか４点　買入経費の支出について
39,248

生野区役所 企画総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジほか４点　買入経費の支出について
42,570

生野区役所 企画総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市生野区役所庁舎清掃業務委託経費の支出について（令和2年5月分）
591,041

生野区役所 企画総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　生野区役所産業廃棄物収集運搬・処理業務委託経費の支出について（５月分）
36,575

生野区役所 企画総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　生野区役所庁舎から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（５月分）
27,450

生野区役所 企画総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 企画総務課（統計担当）事務用料金後納郵便料の支出について（５月分）
33,260

生野区役所 企画総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 企画総務課（統計担当）事務用料金後納郵便料の支出について（５月分）
5,780

生野区役所 企画総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 企画総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（５月分）
924

生野区役所 企画総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 企画総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（５月分）
4,788

生野区役所 企画総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 生野区役所庁舎にかかる電気料金（令和２年５月分）の支出について
1,200,444

生野区役所 企画総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市生野区役所庁舎機械警備業務委託経費の支出について（令和2年5月分）
30,690

生野区役所 企画総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度生野区役所宿日直用寝具借入の実施経費の支出について（令和2年5月分）
11,550

生野区役所 企画総務課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用生野区広報紙印刷経費の支出について（令和2年6月号分）
698,027

生野区役所 企画総務課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持用下水道使用料の支出について（令和2年5月分）
143,770

生野区役所 企画総務課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
2,010

生野区役所 企画総務課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
5,240

生野区役所 企画総務課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
2,126

生野区役所 企画総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課事務用コピー料金の支出について（5月分）
58,809

生野区役所 企画総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所ひかり電話オフィス等使用料の支出について（５月分）
16,502

生野区役所 企画総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所お客様エスコートサービス事業フロアマネージャー派遣（労働者派遣）経費の支出について（令和２年５月分）
901,290

生野区役所 企画総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和2年度生野区役所ケーブルテレビ利用料の支出について（令和2年5月分）
1,779

生野区役所 企画総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市災害対策用職員住宅貸与に係る不動産賃貸料の支出について（令和２年７月分）
172,000

生野区役所 企画総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 企画総務課市内出張旅費の支出について（５月分）
2,611

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所（市民局証明書発行システム）にかかる通信料金の支出について（令和２年３～４月利用分）
3,766

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所（市民局証明書発行システム）にかかる通信料金の支出について（令和２年４月利用分）
3,885

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金　令和２年６月分支払資金（一般）の支出について　　　　　　　令和２年６月１日支払分
200,000

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国保保険料還付金　令和２年６月分支払資金（退職者医療）の支出について　　　　　　令和２年６月１日支払分
5,000

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分住民情報担当分）
8,008

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分住民情報担当分）
10,400

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和２年４月分窓口サービス課（住民情報）市内出張旅費の支出について
230

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市生野区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）経費の支出について（令和２年４月分）
586,297

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市生野区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）経費の支出について（令和２年４月分）
4,476,728

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料還付金加算金の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年６月１９日支払分
7,800

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・一般）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年６月１９日支払分
9,036,424

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
3,144

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
71,040

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（外国籍住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
1,092

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（就学担当）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
168
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生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー料金の支出について（令和２年５月分）
24,921

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業にかかる療養費の支出について（一般・６月分）
826,153

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について（受付番号１６～３４  １９件）
950,000

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について（受付番号　平成３１年度６５）
404,000

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について（受付番号：６・７）
619,230

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所（市民局証明書発行システム）にかかる通信料金の支出について（令和２年５月利用分）
3,885

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー料金の支出について（５月分）
19,173

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
4,667

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
36,592

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
9,379

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
104,647

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金：管理）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
40,799

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
371,690

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
156,788

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
25,592

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
15,945

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金：保険）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
33,691

生野区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
9,123

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
235,512

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
91,255

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
25,860

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
232,100

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
650

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
207,336

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
900

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
131,083

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
1,643,850

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 特別保育　市立保育所消耗品費事業資金の支出について（令和２年６月分）
10,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 通常保育　市立保育所消耗品事業資金の支出について（令和２年６月分）
60,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（令和2年4月分）
320

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（令和2年4月分）
1,340

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
35,670

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
4,400

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
102,432

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
23,320

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者特別料金分）の支出について
44,400

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（その他医療扶助（調剤費自己負担分））の支出について
2,480

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
58,400

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
21,260

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
100,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
273,480

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
23,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,264

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
183,857

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
173,045

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
42,514
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生野区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
40,800

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
15,771

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
20,300

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
300,942

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,500

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,700

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
97,650

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
38,742

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
429,397

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
99,400

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健）事務用コピー料金の支出について（４月分）
15,725

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　コピー料金の支出について（４月分）
3,754

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　コピー料金の支出について（４月分）
5,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
253,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について
235,800

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
143,140

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（短期入所サービス費）の支出について
2,560

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
6,380

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
68,050

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
12,700

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　コピー料金の支出について（４月分）
5,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　コピー料金の支出について（４月分）
5,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　コピー料金の支出について（４月分）
316

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　コピー料金の支出について（４月分）
4,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　コピー料金の支出について（４月分）
5,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（４月分）
7,223

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（４月分）
734

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（４月分）
858

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,763

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,042

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
516,167

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,438

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
18,024

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
99,264

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
47,520

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
122,960

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
35,917

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
66,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
136,400

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
48,460

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
24,500

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
219,753

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
1,079,175

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
992,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
232,100

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
8,839

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
2,650
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生野区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
13,550

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
16,800

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
28,600

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
86,880

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
53,400

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,415

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
231,280

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
27,590

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
28,907

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
48,304

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
40,991

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
32,888

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
7,100

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
216,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
254,100

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
129,016

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
20,800

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
26,590

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
4,300

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（その他医療扶助（自立支援医療手続協力料））の支出について
6,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
159,798

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
48,654

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
6,065

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
13,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（その他医療扶助（自立支援医療手続協力料））の支出について
1,100

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
231,114

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
13,430

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
30,780

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
21,780

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
351,760

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
181,999

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長申立に関する診断書作成経費の支出について
14,500

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
220,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
76,744

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,505

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
58,074

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
79,750

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
2,400

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
36,758

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
18,900

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
709,190

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
249,200

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
67,628
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生野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
298,547

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
198,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,130

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）小口支払基金繰入金の支出について(令和2年5月分）
5,200

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）小口支払基金繰入金の支出について(令和2年5月分）
4,800

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
141,732

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（令和2年4・5・6月分）
212,540

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
89,356

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
17,890

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
2,200

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
42,240

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
234,800

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度地域ボランティアによる福祉のまちづくり事業「ご近“助”パワフルサポート事業」委託経費の支出について（第１四半期分）
3,710,634

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
13,505

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
216,006

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
13,440

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
36,252

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
235,383

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
215,029

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,162

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
26,680

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
87,400

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
58,600

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
9,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
68,697

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
750

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
18,683

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
12,090

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
39,593

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（その他医療扶助（自立支援医療手続協力料））の支出について
1,100

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（その他医療扶助（自立支援医療手続協力料））の支出について
1,100

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
47,920

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
26,180

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
159,160

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
1,169,320

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健福祉課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
5,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,040

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
40,859

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
828,788

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
140,448

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
127,782

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
20,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
28,987

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
108,638

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
20,000
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生野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
11,440

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,200

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
987

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
56,074

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
58,074

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
41,881

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる７月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
35,000,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる７月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
18,000,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる７月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
500,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる７月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
4,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる７月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
1,000,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる７月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
1,500,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業にかかる家族教室講師謝礼金の支出について（令和２年５月２７日実施分）
8,960

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２・その３）の支出について（５月分）
16,589

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２・その３）の支出について（５月分）
19,054

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２・その３）の支出について（５月分）
14,218

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）生活支援適正化担当業務用ＰＨＳサービス使用料の支出について（５月分）
3,088

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
135,863

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
34,817

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
33,630

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
19,580

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
67,860

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
2,660

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（その他医療扶助（診察料））の支出について
8,376

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
11,391

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
97,291

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 令和２年５月分乳幼児健診等用報償金の支出について
49,800

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業にかかる市立保育所賄材料費事業資金の支出について（令和２年６月分)
913,360

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（令和２年５月分）の支出について
151,660

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（令和２年５月分）の支出について
15,711

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（令和２年５月分）の支出について
453

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費４・５月分の支出について
320

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費４・５月分の支出について
6,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年度民生委員・児童委員活動にかかる費用弁償の支出について（第１四半期）
1,916,100

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
48,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,600

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
154,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
196,880

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
21,490

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者特別料金分）の支出について
45,880

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
29,590

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費４・５月分の支出について
4,910

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（５月分）の支出について
17,732

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（５月分）の支出について
1,196

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（５月分）の支出について
336
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生野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（５月分）の支出について
420

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（５月分）の支出について
924

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（５月分）の支出について
2,016

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（５月分）の支出について
918

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（５月分）の支出について
1,396

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年度民生委員・児童委員活動にかかる費用弁償の支出について（第１四半期）
1,836,100

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（５月分）の支出について
7,464

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
7,650

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
16,300

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（その他医療扶助（自立支援医療手続協力料））の支出について
3,000

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
124,991

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
140

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
11,380

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
168

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
13,776

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
1,102

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
6,502

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
33,983

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
148,705

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
608

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
12,400

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
1,578

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
7,486

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
53,825

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
157,010

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
67,875

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
19,020

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
30,697

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
430

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
4,646

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
46,627

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
1,270

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分・受取人払）
505

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
426,234

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
6,034

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
13,224

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
1,148

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
6,624

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
1,254

生野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
15,100

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課５月分①）
520

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 地域・子ども安全コミュニティ事業用　ホームページ（いくぱと．ＣＯＭ）にかかる回線使用料及び手数料の支出について（４月使用分）
165

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課５月分①）
1,800

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度市民協働型自転車利用適正化事業（地下鉄北巽駅・地下鉄南巽駅周辺）経費の支出について（4月分）
47,520

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度市民協働型自転車利用適正化事業（近鉄鶴橋駅・近鉄今里駅周辺）経費の支出について（4月分）
68,640

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域・子ども安全コミュニティ事業用　ホームページ（いくぱと．ＣＯＭ）にかかる回線使用料及び手数料の支出について（４月使用分）
3,557

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 地域安全防犯カメラ設置事業用　防犯カメラ（街頭用）（生野区役所）電気料金の支出について（５月分）
871



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度大阪市生野区高齢者食事サービス事業補助金の支出について（第１四半期分）
1,446,600

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域まちづくり課市内出張交通費の支出について（４月分）
4,684

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 地域安全防犯カメラ設置事業用　防犯カメラ（街頭用）（生野区役所）電気料金の支出について（５月分）
612

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課５月分②）
12,076

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 地域安全防犯カメラ設置事業用　防犯カメラ（街頭用）（生野区役所）電気料金の支出について（５月分）
612

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課５月分②）
1,650

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和2年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（舎利寺）
90,000

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和2年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（北巽）
90,000

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和2年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（鶴橋）
90,000

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和2年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（勝山）
90,000

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和2年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（田島）
90,000

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和2年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（巽）
90,000

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和2年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（東小路）
90,000

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和2年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（北鶴橋）
90,000

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和2年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（巽南）
90,000

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和2年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（東桃谷）
90,000

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和2年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（中川）
90,000

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和2年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（西生野）
90,000

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和2年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（小路）
90,000

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和2年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（東中川）
90,000

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和2年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（林寺）
90,000

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度生涯学習推進事業における生涯学習ルーム事業委託料の支出について
35,000

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（６月分－４）
3,900

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（６月分－５）
5,760

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区防災対策事務費　ＩＰ無線機使用料の支出について（５月分）
13,860

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（６月分－２）
1,300

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（６月分－１）
1,560

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域・子ども安全コミュニティ事業用　ポンジクロス買入経費の支出について
38,830

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度大阪市生野区高齢者食事サービス事業補助金の支出について（第２四半期）
1,446,600

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（６月分－１８）
4,680

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（６月分－２０）
4,680

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（６月分－１９）
1,560

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付決定について（過年度分）（６月分－３）
2,600

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（5月分）
210

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（5月分）
3,724

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（5月分）
3,255

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（5月分）
120

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（5月分）
560

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区防災対策事業用　モバイル回線通信長期契約の実施経費の支出について（5月分）
46,200

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（5月分）
1,344

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（5月分）
336

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（5月分）
2,394

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（5月分）
5,880

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（5月分）
4,332

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域・子ども安全コミュニティづくり事業地域安全防犯パトロール用携帯電話料金の支出について（５月分）
7,878

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度市民協働型自転車利用適正化事業（近鉄鶴橋駅・近鉄今里駅周辺）経費の支出について（5月分）
68,640

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度市民協働型自転車利用適正化事業（地下鉄北巽駅・地下鉄南巽駅周辺）経費の支出について（5月分）
47,520
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生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（６月分－１５）
49,440

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（６月分－１６）
1,500

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（６月分－２１）
4,400

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（６月分－７）
1,200

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（６月分－８）
46,200

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（６月分－１４）
800

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（６月分－１７）
2,200

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（６月分－６）
1,500

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（６月分－９）
3,000

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（６月分－２２）
1,300

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域まちづくり課市内出張交通費の支出について（５月分）
5,376

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（６月分－３１）
27,360

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（６月分－３０）
2,400

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（６月分－２６）
1,560

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（６月分－２５）
1,560

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（６月分－３２）
2,160

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（６月分－２７）
1,560

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（６月分－２４）
1,560

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（６月分－２８）
1,560

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（６月分－２３）
1,560

生野区役所 地域まちづくり課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分）（６月分－２９）
3,100

旭区役所 企画総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用　区広報紙印刷業務所要経費の支出について（令和２年５月号）【概算契約】
286,440

旭区役所 企画総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所業務用　旭区役所における専用回線電話代の支出について（令和２年４月分）
28,232

旭区役所 企画総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所業務用　証明発行システム通信料の支出について（令和２年４月分）
678

旭区役所 企画総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所業務用　証明書発行システムにかかる回線使用料の支出について（令和２年４月分）
3,885

旭区役所 企画総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配付等業務所要経費の支出について（令和２年５月号）【概算契約】
27,788

旭区役所 企画総務課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区役所庁舎設備維持用　旭区役所　１階女子トイレ修繕にかかる経費の支出について（区役所庁舎設備維持用）
84,260

旭区役所 企画総務課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用　旭区保健福祉センター分館用ＡＤＳＬ使用料の支出について（令和２年４月分）
4,121

旭区役所 企画総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課事務用　コピー代の支出について（令和２年４月分）
12,682

旭区役所 企画総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分））
8,536

旭区役所 企画総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分））
28,055

旭区役所 企画総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課事務用　コピー代の支出について（令和２年４月分）
1,135

旭区役所 企画総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課事務用　コピー代の支出について（令和２年４月分）
3,665

旭区役所 企画総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分））
756

旭区役所 企画総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分））
8,300

旭区役所 企画総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分））
9,880

旭区役所 企画総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市旭区役所窓口案内業務従事者派遣（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
297,336

旭区役所 企画総務課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙企画編集業務所要経費の支出について（令和２年６月号）
202,400

旭区役所 企画総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用　区広報紙印刷業務所要経費の支出について（令和２年６月号）【概算契約】
286,440

旭区役所 企画総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度旭区役所庁舎及び旭区保健福祉センター分館から排出する産業廃棄物収集運搬・処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
4,312

旭区役所 企画総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙点字版製作・発送業務所要経費の支出について（令和２年６月号）【概算契約】
57,860

旭区役所 企画総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市旭区役所窓口案内業務従事者派遣（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
297,336

旭区役所 企画総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度旭区役所庁舎及び旭区保健福祉センター分館から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
3,537

旭区役所 企画総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料
庁舎維持管理用　障がい者の就業訓練を目的とした大阪市旭区役所庁舎並びに旭区保健福祉センター分館清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（令和２年５
月分） 649,000

旭区役所 企画総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所事務用　令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（旭区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
309,094

旭区役所 企画総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所事務用　ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（旭区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
11,067

旭区役所 企画総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所事務用　庁内情報利用パソコン等機器（平成27年度分一括調達分）の再リースにかかる借入経費の支出について（長期継続契約）（令和２年５月分）
8,910
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旭区役所 企画総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 旭区役所及び旭区保健福祉センター分館におけるＡＥＤ（自動体外式除細動器）一式借入（その２）経費の支出について（令和２年５月分）
4,378

旭区役所 企画総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所事務用　平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（旭区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
352,426

旭区役所 企画総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配付等業務所要経費の支出について（令和２年６月号）【概算契約】
27,713

旭区役所 企画総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　旭区保健福祉センター分館機械警備業務委託（長期契約）にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
7,700

旭区役所 企画総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所庁舎設備維持用　テーブルタップほか２点買入（旭区役所）にかかる経費の支出について
121,770

旭区役所 企画総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直業務用　令和２年度旭区役所宿日直用寝具等借入（概算契約）経費の支出について（令和２年５月分）
13,750

旭区役所 企画総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年6月分（1回目））
28,557

旭区役所 企画総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年6月分（1回目））
504

旭区役所 企画総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年6月分（1回目））
14,750

旭区役所 企画総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年6月分（1回目））
5,050

旭区役所 企画総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 需用費　消耗品費 企画総務課　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年6月分（1回目））
1,683

旭区役所 企画総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　旭区保健福祉センター分館における電気料金の支出について（令和２年５月分）
54,195

旭区役所 企画総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　旭区役所における電気料金の支出について（令和２年５月分）
397,246

旭区役所 企画総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金（選挙一般事務費）の支出について（令和２年４月分及び５月分）
252

旭区役所 企画総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金（選挙常時啓発費）の支出について（令和２年５月分）
5,376

旭区役所 企画総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所業務用　タブレット端末利用に係る通信料の支出について（令和２年５月分）
8,140

旭区役所 企画総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
12,100

旭区役所 企画総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
6,957

旭区役所 企画総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
1,076

旭区役所 企画総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
1,256

旭区役所 企画総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
5,087

旭区役所 企画総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
8,294

旭区役所 企画総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
4,910

旭区役所 企画総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
1,200

旭区役所 企画総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所業務用　旭区役所における専用回線電話代の支出について（令和２年５月分）
28,395

旭区役所 企画総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所業務用　証明発行システム通信料の支出について（令和２年５月分）
794

旭区役所 企画総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所業務用　証明書発行システムにかかる回線使用料の支出について（令和２年５月分）
3,885

旭区役所 市民協働課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用　コピー代の支出について（令和２年４月分）
12,953

旭区役所 市民協働課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用　コピー代の支出について（令和２年４月分）
4,613

旭区役所 市民協働課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分・２回目）
168

旭区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度　旭区における文化・芸術を通じたコミュニティ育成事業委託事業者選定会議委員報酬の支出について
42,200

旭区役所 市民協働課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 空家等対策業務にかかる出張旅費の支出について（令和２年６月５日）
39,120

旭区役所 市民協働課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分）
17,864

旭区役所 市民協働課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分）
418

旭区役所 市民協働課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 市民協働課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分）
3,000

旭区役所 市民協働課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 市民協働課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分）
3,000

旭区役所 市民協働課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分）
252

旭区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 旭区民センター既納使用料の還付用資金（過年度用６月分）に係る経費の支出について
1,500,000

旭区役所 市民協働課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課事務用　市内出張旅費の支出について（令和２年５月分）
1,590

旭区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
9,782

旭区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
680

旭区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用　料金後納郵便利用額の支出について（令和２年５月分）
6,468

旭区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用　料金後納郵便利用額の支出について（令和２年５月分）
448

旭区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用　料金後納郵便利用額の支出について（令和２年５月分）
1,530

旭区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用　料金後納郵便利用額の支出について（令和２年５月分）
6,520

旭区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯対策事業用　防犯カメラ（公設置）に係る電気料金の支出について（５月分）
5,895

旭区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防犯対策事業用　防災安全担当業務用電話代の支出について（５月分）
9,111



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

旭区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域防災事業用　旭区役所における災害対策用ＩＰ無線機の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成31年３月～令和６年２月）【令和２年５月分】
31,900

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（６月分支払資金）
27,000

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（６月分支払資金）
3,000

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当事務用　コピー代の支出について（令和２年４月分）
1,513

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当事務用　コピー代の支出について（令和２年４月分）
4,842

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当事務用　コピー代の支出について（令和２年４月分）
605

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当事務用　コピー代の支出について（令和２年４月分）
605

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当事務用　コピー代の支出について（令和２年４月分）
655

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当事務用　コピー代の支出について（令和２年４月分）
5,891

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民登録）市内出張交通費（令和２年４月分）の支出について
1,300

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当　市内出張旅費（令和２年５月分）の支出について
320

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（戸籍・住民登録担当）事務用　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
19,862

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（戸籍・住民登録担当）事務用　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
47,790

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事業用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
6,874

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事業用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
20,796

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事業用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
31,000

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事業用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
70,666

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事業用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
178,150

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料還付加算金の支出について
3,600

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
3,423,287

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事業用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
37,376

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事業用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
29,622

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事業用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
24,000

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業用　国民健康保険療養費の支出について（６月執行分）
187,082

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 令和２年６月分国民健康保険事業用葬祭費の支出について
750,000

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市旭区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和2年度4月分）
287,218

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市旭区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和2年度4月分）
2,747,379

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
1,391

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
4,452

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
557

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
557

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
550

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
4,949

旭区役所 窓口サービス課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
16,117

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 令和２年度市立保育所消耗品事業資金（特別保育）６月分の支出について
10,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 令和２年度市立保育所消耗品事業資金（通常保育）６月分の支出について
90,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健・子育て支援事務用　コピー代の支出について（令和２年４月分）
17,782

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月03日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 第１四半期大阪市母子福祉貸付金（修学資金）の支出について⑧
243,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月04日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 第１四半期大阪市母子福祉貸付金（修学資金）の支出について⑨
243,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉担当）事務用　コピー代の支出について（令和２年４月分）
2,274

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉担当）事務用　コピー代の支出について（令和２年４月分）
1,240

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉担当）事務用　コピー代の支出について（令和２年４月分）
313

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉担当）事務用　コピー代の支出について（令和２年４月分）
1,190

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉担当）事務用　コピー代の支出について（令和２年４月分）
5,065

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉担当）事務用　コピー代の支出について（令和２年４月分）
1,800

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉担当）事務用　コピー代の支出について（令和２年４月分）
7,041

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉担当）事務用　コピー代の支出について（令和２年４月分）
2,009
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旭区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉担当）事務用　コピー代の支出について（令和２年４月分）
568

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月05日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉担当）事務用　コピー代の支出について（令和２年４月分）
2,084

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課介護保険担当事務用　コピー代の支出について（令和２年４月分）
4,062

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉担当）事務用　コピー代の支出について（令和２年４月分）
1,215

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉担当）事務用　コピー代の支出について（令和２年４月分）
260

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費及び高額障がい児通所給付費の支払いについて
6,339

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費及び高額障がい児通所給付費の支払いについて
5,382

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）　生活保護事務用コピー代の支出について（令和２年４月分）
33,305

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
1,990

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
5,100

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
4,300

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域福祉活動推進事業用　旭区地域自立支援協議会物販活動にかかる施設利用料の支出について（令和２年４月３日利用分）
4,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月11日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 第１四半期大阪市母子福祉貸付金（修学資金）の支出について⑩
150,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健事務管理用　トナーカートリッジほか４点買入にかかる経費の支出について
136,895

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
1,143,594

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　家財処分料の支出について
66,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　生活移送費の支出について
135,300

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　教育扶助費の支出について
91,415

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　福祉用具購入費の支出について
6,298

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　住宅改修費の支出について
2,351

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　　治療材料費の支出について
174,891

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　　文書料の支出について
86,050

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　葬祭費の支出について
233,480

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　就労自立給付金の支出について
20,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　オムツ代の支出について
490,701

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　　通院移送費の支出について
113,240

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 令和２年度　普通乗用車の借入（長期契約）経費の支出について（旭区保健福祉センター事業用）（５月分）
46,420

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
1,558,247

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 令和２年度市立保育所賄材料費（６月分）の支出について
1,611,160

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分）
330

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分）
10,100

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分）
6,100

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分）
8,250

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 第１四半期大阪市母子福祉貸付金（修学資金）の支出について⑬
243,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 第１四半期大阪市母子福祉貸付金（修学資金）の支出について⑫
157,500

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）　生活保護事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
370

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
430

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
2,114

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）　生活保護事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
210

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）　生活保護事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
618

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）　生活保護事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
8,240

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）　生活保護事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
191,082

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）　生活保護事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
189,176

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）　生活保護事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
111,146

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）　生活保護事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
9,730

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の支出について（７月分）
15,300,000
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旭区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の支出について（７月分）
9,000,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の支出について（７月分）
250,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の支出について（７月分）
70,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費の支出について（７月分）
29,840

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の支出について（７月分）
1,000,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費の支出について（７月分）
18,566

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
1,092

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
84

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
776

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
168

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
3,024

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
1,892

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
336

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
11,438

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
84

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度用　成年後見人等報酬助成経費の支出について（高齢）
231,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度用　成年後見人等報酬助成経費の支出について（高齢）
170,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活保護業務適正化対策事業にかかる携帯電話代の支出について（５月分）
3,159

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 令和２年度　６月分　ＢＣＧ接種医師報償金の支出について
49,800

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 令和２年５月分乳幼児健診等医師等報償金の支出について
74,700

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課介護保険担当事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
5,703

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「幼児及びその保護者への健康教育・相談事業」における講師謝礼の支出について（令和２年６月12日分）
16,560

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健・子育て支援事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
12,291

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　　文書料の支出について
64,780

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　　治療材料費の支出について
141,144

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分１回目）
3,487

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分１回目）
5,700

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
6,174

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
15,964

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第１四半期）の支出について
1,084,700

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉担当）事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
2,192

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉担当）事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
1,195

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉担当）事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
301

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉担当）事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
1,147

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉担当）事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
454

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
1,879

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
5,566

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
1,530

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
2,009

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
207

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
2,026

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
154

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
2,115

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
518

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
4,113

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
842

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
8,405
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旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
331

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
2,620

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
764

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
118

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
1,880

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　生活移送費の支出について
220,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　オムツ代の支出について
109,889

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　オムツ代の支出について
1,003,054

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　家財処分料の支出について
55,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　生活移送費の支出について
77,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　教育扶助費の支出について
317,121

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　住宅改修費の支出について
5,093

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　出産扶助費の支出について
53,200

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　葬祭費の支出について
1,232,200

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　進学準備給付金の支出について
100,000

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉担当）事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
1,956

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
10,406

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
1,260

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
4,190

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第１四半期）の支出について
1,038,450

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉担当）事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
4,883

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
45,736

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉担当）事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
1,736

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
315,082

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
2,656

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
260

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉担当）事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
6,788

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉担当）事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
1,936

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉担当）事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
548

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
2,821

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
10,781

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
296

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
553

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉担当）事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
2,009

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
5,838

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
117,755

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 地域福祉担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分１回目）
1,028

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉担当）事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
252

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉担当）事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
1,171

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
1,795

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
643

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
133

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
8,266

旭区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度（高齢）市長審判請求にかかる診断書作成料の支出について
10,000

城東区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム用　ＮＴＴコミュニケーションズ　回線使用料の支出について（令和２年４月・５月請求分）
2,008

城東区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム用　ＮＴＴ西日本　回線使用料の支出について（令和２年４月利用分）
3,885

城東区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　ＮＴＴ西日本　ひかり電話使用料（令和２年４月利用分）の支出について
16,508
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城東区役所 総務課 令和02年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課（総合企画）　市内出張旅費の支出について（令和２年４月分）
420

城東区役所 総務課 令和02年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用（コロナ）アルコール消毒液（城東区役所総務課）買入にかかる経費の支出について
77,440

城東区役所 総務課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 令和２年度 城東区広報誌「ふれあい城東」6月号印刷業務（概算契約）にかかる経費の支出について
905,459

城東区役所 総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　輪転機用インクほか１点（城東区役所）買入にかかる経費の支出について
224,950

城東区役所 総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　空調用ガス料金の支出について（令和２年５月分）
117,280

城東区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
31,056

城東区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　仮設倉庫電気使用料の支出について（５月分）
721

城東区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　ガス料金の支出について（令和２年５月分）
759

城東区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
260

城東区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度城東区広報誌「ふれあい城東」（6月号）点字版製作業務委託（概算契約）にかかる経費支出について
90,420

城東区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（城東区役所）一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
441,328

城東区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　城東区役所事務用デジタル印刷機一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
6,666

城東区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎管理経費用　城東区複合施設ＡＥＤ(自動体外式除細動器)セット一式　長期借入にかかる経費の支出について(5月分)
2,739

城東区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（城東区役所）一式長期借入契約にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
55,574

城東区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
19,992

城東区役所 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（城東区役所）一式長期借入（再リース）契約にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
15,510

城東区役所 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（城東区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
10,833

城東区役所 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（城東区役所）　一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
257,858

城東区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 城東区災害対策用職員住宅にかかる什器経費の支出について（令和２年４月分）
39,204

城東区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課（総務）市内出張旅費の支出について（令和２年４月分）
840

城東区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度 城東区広報誌「ふれあい城東」6月号企画・編集業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について
341,000

城東区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　片袖デスクほか２点（城東区役所）買入にかかる経費の支出について
195,800

城東区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持費用 城東区複合施設から排出する産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託経費の支出について（５月分）
28,545

城東区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持費用 城東区複合施設から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（５月分）
8,157

城東区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市城東区複合施設清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（5月分）
1,034,000

城東区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 城東区役所宿直員用寝具の賃貸借経費の支出について(5月分)
12,375

城東区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機使用料の支出について（令和２年５月分）
31,609

城東区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課一般事務用等　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
2,544

城東区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遠隔手話等窓口事業にかかる通信費の支出について（令和２年５月利用分）
13,204

城東区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵送料（総合企画関係書類）の支出について（令和2年5月分）
11,984

城東区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課一般事務用等　後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
15,450

城東区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 後納郵送料（統計調査事務用）の支出について（令和2年5月分）
77,330

城東区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
120

城東区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
7,350

城東区役所 総務課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事務用カラーコピー料金の支出について（令和２年５月分）
19,667

城東区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　雨水利用にかかる下水道使用料の支出について（５月分）
29,208

城東区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　電気使用料の支出について（令和２年５月使用分）
1,039,822

城東区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 城東区複合施設　自動扉修繕業務委託料の支出について
33,000

城東区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まち魅力プロモーション事業用　モバイルデータ通信料（６月分）の支出について
4,598

城東区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ケーブルテレビ利用料の支出について(５月利用分)
1,779

城東区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「令和２年度第１回城東区区政会議（本会）」手話通訳謝礼にかかる経費の支出について
14,000

城東区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 区長の大阪市災害対策住宅用職員住宅の賃貸借契約に伴う経費の支出について（令和２年７月分）
87,000

城東区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（令和２年６月分）
165,085

城東区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム用　ＮＴＴ西日本　回線使用料の支出について（令和２年５月利用分）
3,885

城東区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　ＮＴＴ西日本　ひかり電話使用料（令和２年５月利用分）の支出について
16,502

城東区役所 市民協働課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課一般事務用　コピー機使用料の支出について（令和２年４月分）
10,377

城東区役所 市民協働課 令和02年06月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（令和2年5月分その1）
3,100
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城東区役所 市民協働課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業用 被服５点の買入にかかる経費の支出について
148,720

城東区役所 市民協働課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（市民活動支援）事務にかかる市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
440

城東区役所 市民協働課 令和02年06月11日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（令和2年5月分その2）
94,920

城東区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（市民協働）事務にかかる市内出張交通費の支出について（令和２年４月分・口座振替不能による再支出分）
420

城東区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 令和２年度「学校体育施設開放事業」にかかる諏訪運動場電気料金の支出について（５月分）その１
3,791

城東区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 令和２年度「学校体育施設開放事業」にかかる諏訪運動場電気料金の支出について（５月分）その２
383

城東区役所 市民協働課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（市民協働）事務にかかる市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
2,780

城東区役所 市民協働課 令和02年06月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（令和2年5月分その3）
57,520

城東区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務（空家対策事務等及び戦没者弔慰金関連事務）にかかる後納郵送料の支出について（令和２年５月分）
5,146

城東区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用　携帯電話使用料の支出について（令和２年５月利用分）
9,562

城東区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働事務（空家対策事務等及び戦没者弔慰金関連事務）にかかる後納郵送料の支出について（令和２年５月分）
168

城東区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（令和2年5月分その4）
74,780

城東区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（令和2年5月分その5）
44,360

城東区役所 市民協働課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 「種から育てる地域の花づくり事業」にかかる花づくり広場電気使用料の支出について（５月分）
383

城東区役所 市民協働課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（令和2年5月分その6）
94,440

城東区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援担当事務にかかる後納郵送料（令和２年５月分）の支出について
20,758

城東区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域安全防犯対策事業用「こども１１０ばんの家」ステッカーの印刷にかかる経費の支出について
62,700

城東区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度大阪市青少年福祉委員活動交付金の支出について
298,000

城東区役所 市民協働課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立城東区民センター及び大阪市立城東区老人福祉センター管理運営業務年度協定書に基づく業務代行料の支出について（令和２年４月分）
2,547,083

城東区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業用「こども１１０ばんの家」懸垂旗の作成にかかる経費の支出について
214,500

城東区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 令和２年度「学校体育施設開放事業」にかかる諏訪運動広場水道使用料の支出について（６月分）その１
4,526

城東区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 令和２年度「学校体育施設開放事業」にかかる諏訪運動広場水道使用料の支出について（６月分）その２
1,540

城東区役所 市民協働課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（令和2年6月分その2）
26,740

城東区役所 市民協働課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（令和2年6月分その1）
56,920

城東区役所 市民協働課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（令和2年6月分その3）
27,160

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市城東区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる委託料の支出について（４月分）
820,621

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市城東区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる委託料の支出について（４月分）
3,928,350

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用　コピー機使用料の支出について（４月分）
24,603

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用　コピー機使用料の支出について（４月分）
3,652

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用　コピー機使用料の支出について（４月分）
1,248

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用　コピー機使用料の支出について（４月分）
2,539

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用　コピー機使用料の支出について（４月分）
5,891

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用　コピー機使用料の支出について（４月分）
552

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用　コピー機使用料の支出について（４月分）
4,371

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月09日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用　コピー機使用料の支出について（４月分）
960

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（６月分・一般）支払資金の支出について
50,000

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（６月分・退職）支払資金の支出について
10,000

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の還付加算金の支出について
1,300

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
1,218,468

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
2,568

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
75,752

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
89,373

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
76,478

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
134,484

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
37,238

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
1,194,132

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
16,505



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
83,554

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
26,425

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）個人番号カード交付事務用　料金後納郵便料の支出について（５月分）
5,600

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）戸籍事務用　料金受取人払郵便料の支出について（５月分）
13,026

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）住基コード等用　料金後納郵便料の支出について（５月分）
30,094

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）特別永住事務用　料金後納郵便料の支出について（５月分）
1,360

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）支援措置事務用　料金受取人払郵便料の支出について（５月分）
1,092

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）戸籍事務用　料金後納郵便料の支出について（５月分）
23,552

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）印鑑登録事務用　料金後納郵便料の支出について（５月分）
28,616

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）住民情報事務用　料金受取人払郵便料の支出について（５月分）
1,693

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について(令和2年６月26日支払い)
633,697

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付葬祭費の支出について(令和２年６月２６日支払い)
1,050,000

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産一時金の支出について(２年６月２６日支払い)
509,309

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市城東区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる委託料の支出について（５月分）
820,621

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市城東区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる委託料の支出について（５月分）
3,928,350

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の還付加算金の支出について
3,900

城東区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
2,396,387

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：令和２年６月  ２回目）
39,140

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 大阪市立保育所消耗品事業資金（特別保育分）の支出について（令和2年6月分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立保育所消耗品事業資金（通常保育分）の支出について（令和2年6月分）
90,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 地域支援事業用　大阪市介護保険住宅改修理由書作成に伴う経費の支出について
2,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
866,777

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（４月分）
390

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（４月分）
410

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（４月分）
504

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（４月分）
490

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月03日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金：４月～６月分）の支出について
162,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（４月分）
660

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
24,536

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（令和２年４月分）の支出について
8,333

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（令和２年４月分）の支出について
1,650

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（令和２年４月分）の支出について
689

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（令和２年４月分）の支出について
1,637

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
123,550

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 成年後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
250,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（令和２年４月分）の支出について
2,850

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（令和２年４月分）の支出について
5,587

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー料金の支出について（令和２年４月分）
36,338

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健関係（保健・保健活動）事務用コピー料金の支出について（令和２年４月分）
2,062

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健関係（保健・保健活動）事務用コピー料金の支出について（令和２年４月分）
2,002

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健関係（保健・保健活動）事務用コピー料金の支出について（令和２年４月分）
2,900

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健関係（保健・保健活動）事務用コピー料金の支出について（令和２年４月分）
4,125

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（令和２年４月分）の支出について
10,782

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健関係（保健・保健活動）事務用コピー料金の支出について（令和２年４月分）
4,412

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健関係（保健・保健活動）事務用コピー料金の支出について（令和２年４月分）
2,062

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（令和２年４月分）の支出について
2,750

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書料の支出について
5,500
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城東区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 地域支援事業用　大阪市介護保険住宅改修理由書作成に伴う経費の支出について
2,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
131,945

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
75,760

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
240,437

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（子育て教育）コピー機使用料の支出について（令和２年４月分）
666

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（子育て教育）コピー機使用料の支出について（令和２年４月分）
8,653

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（子育て教育）コピー機使用料の支出について（令和２年４月分）
3,500

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（子育て教育）コピー機使用料の支出について（令和２年４月分）
3,641

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 令和２年４月分　乳幼児健康診査等事業にかかる報償金の支出について
336,300

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月08日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課（子育て教育）コピー機使用料の支出について（令和２年４月分）
2,664

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 令和２年５月分　ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について
99,600

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 成年後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
216,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（５月分）
2,395

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（５月分）
6,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（５月分）
8,400

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書料の支出について
7,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（５月分）
3,630

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（５月分）
3,132

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
1,457,866

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
10,500

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 地域支援事業用　大阪市介護保険住宅改修理由書作成に伴う経費の支出について
2,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
217,530

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（４月分）その２
620

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（４月分）その２
980

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
722,692

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
39,670

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
168,270

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
493,878

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
942,604

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 令和２年５月分　乳幼児健康診査等事業にかかる報償金の支出について
237,200

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（５月分）
1,710

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
168

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
1,008

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
2,436

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
2,940

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
3,020

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
34,384

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
8,616

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）関係事務にかかる市内出張交通費の支出について（５月分）
2,350

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
2,518

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
5,254

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 令和２年６月支給決定分　生活保護用一時扶助費(生活扶助、医療扶助)の支出について
18,060

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費（住宅維持費）の支出について
86,020

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（教材費）の支出について
6,624

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（教材費）の支出について
185,924

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（教材費）の支出について
197,241

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（介護福祉用具等）の支出について
57,623
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城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（治療材料費）の支出について
162,180

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（治療材料費）の支出について
282,596

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
81,980

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 令和２年６月支給決定分　生活保護用一時扶助費(生活扶助、医療扶助)の支出について
61,227

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
111,470

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬祭代）の支出について
1,327,711

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 令和２年５月決定分　就労自立給付金の支出について
46,498

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 令和２年５月決定分　進学準備給付金の支出について
100,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
19,527

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
37,469

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金：４月～６月分）の支出について
210,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
191,286

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
15,452

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（子育て教育）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
4,466

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（子育て教育）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
334

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
264,762

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
94,450

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
129,240

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（子育て教育）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
56,230

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（子育て教育）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
707,372

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（子育て教育）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
12,600

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（子育て教育）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
11,088

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（子育て教育）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
7,268

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（子育て教育）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
10,202

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
140,847

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
163,614

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：令和２年７月分）
16,000,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：令和２年７月分）
9,000,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：令和２年７月分）
300,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：令和２年７月分）
150,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：令和２年７月分）
3,000,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（２年５月分）
84

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
109,382

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
821,980

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（２年５月分）
336

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（２年５月分）
1,764

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（２年５月分）
356

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（２年５月分）
1,008

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（２年５月分）
1,206

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（２年５月分）
168

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（２年５月分）
672

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（２年５月分）
84

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（２年５月分）
84

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（２年５月分）
7,974

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 受給事由消滅による未支払児童手当の支出について
30,000

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（２年５月分）
23,584

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立保育所賄材料費の支出について（令和2年6月分）
2,378,500
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城東区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（令和２年５月分）の支出について
1,637

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（令和２年５月分）の支出について
7,579

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
204,758

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（令和２年５月分）の支出について
2,850

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（令和２年５月分）の支出について
1,913

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便の料金支出について（令和２年５月分）
687,372

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便（受取人払）の料金支出について（令和２年５月分）
52,830

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（令和２年５月分）の支出について
7,752

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（令和２年５月分）の支出について
19,227

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（令和２年５月分）の支出について
1,166

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度大阪市城東区高齢者食事サービス事業補助金の支出について（第２四半期分）
1,304,736

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年度民生委員費用弁償（第１四半期）の支出について
1,633,950

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
279,142

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
75,810

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年度児童委員費用弁償（第１四半期）の支出について
1,565,200

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
262,830

城東区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書料の支出について
5,500

鶴見区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分２回目）
16,855

鶴見区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区一般管理経費　透明窓あきパーテーション(アクリル素材・スタンド付き)の買入について
15,312

鶴見区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区一般管理経費 透明窓あきパーテション(ＰＥＴ素材・スタンド付き）の買入に伴う支出について
141,559

鶴見区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分２回目）
1,500

鶴見区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分２回目）
880

鶴見区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分２回目）
4,536

鶴見区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分２回目）
2,016

鶴見区役所 総務課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区の広報事業及び鶴見区広聴事業　コピー使用にかかる経費の支出について（４月分）
1,732

鶴見区役所 総務課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区の広報事業及び鶴見区広聴事業　コピー使用にかかる経費の支出について（４月分）
1,733

鶴見区役所 総務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区一般管理経費用　市内出張交通費の支出について（４月分）
7,337

鶴見区役所 総務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費用　平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（鶴見区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分）
204,122

鶴見区役所 総務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費　平成28年度 庁内情報利用パソコン等機器（鶴見区役所）一式長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分）
5,864

鶴見区役所 総務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費用　令和元年度庁内情報利用パソコン等機器（鶴見区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分）
342,602

鶴見区役所 総務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）セット一式長期借入について（令和２年５月分）
2,684

鶴見区役所 総務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費　庁内情報利用パソコン等一式（鶴見区役所）長期借入（平成27年度一括調達分 再リース）にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
16,456

鶴見区役所 総務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費　LGWAN接続系利用パソコン等機器（鶴見区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
11,067

鶴見区役所 総務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費　窓口サービス課（保険年金）用受付番号発券呼出機器一式長期借入について(令和２年５月分)
18,700

鶴見区役所 総務課 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費用　平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（鶴見区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分）
2,431

鶴見区役所 総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 区一般管理経費　顔認証型体温測定器の買入経費の支出について
311,410

鶴見区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　区庁舎設備維持費　鶴見区役所庁舎一般廃棄物収集・運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（５月分）
15,059

鶴見区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「広報つるみ」（令和２年４月号～令和３年３月号）全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（５月号）
485,120

鶴見区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　区庁舎設備維持費　鶴見区役所庁舎産業廃棄物収集・運搬　及び処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（５月分）
5,990

鶴見区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（生活支援立替分）
9,408

鶴見区役所 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
7,430

鶴見区役所 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
13,866

鶴見区役所 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
2,341

鶴見区役所 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,122

鶴見区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 工業統計調査用調査票配布にかかる特定封筒（レターパックライト）購入代金の支出について（５月分）
51,430

鶴見区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務・選挙常時啓発事務用後納郵便料の支出について（５月分）
564

鶴見区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務・選挙常時啓発事務用後納郵便料の支出について（５月分）
8,148
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鶴見区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区の広報事業用鶴見区広報紙「広報つるみ」（令和２年５月号～令和３年４月号）点字版製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（６月号分）
56,856

鶴見区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和2年度大阪市鶴見区青少年指導員活動交付金の支出について（今津）
25,700

鶴見区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和2年度大阪市鶴見区青少年指導員活動交付金の支出について（横堤）
57,000

鶴見区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和2年度大阪市鶴見区青少年福祉委員活動交付金の支出について
144,000

鶴見区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和2年度大阪市鶴見区青少年指導員活動交付金の支出について（榎本）
48,500

鶴見区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和2年度大阪市鶴見区青少年指導員活動交付金の支出について（鶴見北）
22,800

鶴見区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和2年度大阪市鶴見区青少年指導員活動交付金の支出について（茨田）
28,500

鶴見区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和2年度大阪市鶴見区青少年指導員活動交付金の支出について（鶴見）
37,100

鶴見区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和2年度大阪市鶴見区青少年指導員活動交付金の支出について（緑）
22,800

鶴見区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区一般管理経費　コピー使用にかかる経費の支出について（５月分）
57,421

鶴見区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区一般管理経費　後納郵便料の支出について（５月分）
548

鶴見区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区の広報事業用鶴見区広報紙「広報つるみ」（令和２年５月号～令和３年４月号）企画・編集業務委託にかかる経費の支出について（６月号分）
371,250

鶴見区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　区庁舎設備維持費　宿直用寝具一式の借入にかかる経費の支出について（５月分）
12,650

鶴見区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 需用費　消耗品費 統計事務用コピー使用にかかる経費の支出について（５月分）
59

鶴見区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用コピー使用にかかる経費の支出について（５月分）
39

鶴見区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分２回目）
14,776

鶴見区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分２回目）
11,808

鶴見区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持費 鶴見区役所排水管洗管業務にかかる経費の支出について
352,000

鶴見区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 鶴見魅力創造事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
766

鶴見区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持費　大阪市鶴見区役所・保健福祉センター庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
515,900

鶴見区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 魅力創造事業用　コピー使用にかかる経費の支出について（５月分）
8,264

鶴見区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報紙（令和２年５月号～令和３年４月号）（鶴見区役所）概算印刷にかかる経費の支出について（６月号分）
609,840

鶴見区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課(教育担当）事業用　コピー使用にかかる経費の支出について（５月分）
4,051

鶴見区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課(教育担当）事業用　コピー使用にかかる経費の支出について（５月分）
3,038

鶴見区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課(教育担当）事業用　コピー使用にかかる経費の支出について（５月分）
3,038

鶴見区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持費　電気料金にかかる支出について（５月分）
523,309

鶴見区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 広聴事業用タブレット型端末１点借入にかかる経費の支出について（５月分）
4,070

鶴見区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区の広報事業及び鶴見区広聴事業　コピー使用にかかる経費の支出について（５月分）
2,849

鶴見区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区の広報事業及び鶴見区広聴事業　コピー使用にかかる経費の支出について（５月分）
2,847

鶴見区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区の広報事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
990

鶴見区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持費　ケーブルテレビ利用料の支出について（５月分）
733

鶴見区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和2年度大阪市鶴見区青少年指導員活動交付金の支出について（区）
1,560,000

鶴見区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区一般管理経費　庁内回線電話使用料の支出について（５月分）
16,502

鶴見区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用（生涯・人権）後納郵便料の支出について（５月分）
8,948

鶴見区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用（生涯・人権）後納郵便料の支出について（５月分）
16,916

鶴見区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（教育）学校体育施設開放事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
372

鶴見区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持費 鶴見区役所地下１階汚水配管切替業務委託にかかる経費の支出について
907,500

鶴見区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 報償費　報償金 2020年工業統計調査にかかる調査員報酬の支出について
198,810

鶴見区役所 市民協働課 令和02年06月11日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料還付金支出事務委託にかかる還付用資金（過年度用）の支出について（令和２年６月分）
1,582,600

鶴見区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯事業（業務）用ドライポロシャツほか5点買入経費の支出について
23,375

鶴見区役所 市民協働課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 防犯事業「青色防犯パトロール車後部右側ブレーキランプ（ＬＥＤ一式）交換業務委託」経費の支出について
33,506

鶴見区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課コピー代の支出について（令和２年５月分）
3,171

鶴見区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課コピー代の支出について（令和２年５月分）
1,761

鶴見区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課コピー代の支出について（令和２年５月分）
3,916

鶴見区役所 市民協働課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防犯事業及び地域保健事業に係る携帯電話使用料金の支出について（令和２年５月分）
6,265

鶴見区役所 市民協働課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防犯事業及び地域保健事業に係る携帯電話使用料金の支出について（令和２年５月分）
4,596

鶴見区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料還付金支出事務委託にかかる還付用資金（過年度用）の支出について（令和２年７月分）
2,000,000
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鶴見区役所 市民協働課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働担当）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
3,920

鶴見区役所 市民協働課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働担当）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
84

鶴見区役所 市民協働課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働担当）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
3,024

鶴見区役所 市民協働課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 防犯事業用青色防犯パトロール車の自賠責保険の支出経費について
21,140

鶴見区役所 市民協働課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働担当）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
260

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の６月分窓口還付にかかる還付金の支出について
30,000

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の６月分窓口還付にかかる退職被保険者等還付金の支出について
10,000

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区住民情報関係事務経費住民情報事務用コピー代金（４月分）の支出について
23,369

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（４月分）
14,598

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市鶴見区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
427,363

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区住民情報関係事務経費戸籍事務用（広域証明発行システム用）電話サービス料金の支出について（４月分）
438

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区住民情報関係事務経費戸籍事務用（広域証明発行システム用）回線使用料の支出について（４月分）
3,885

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市鶴見区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
3,464,847

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の還付（還付加算金）の支出について（令和２年６月１０日払）
1,000

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付（歳出還付一般）の支出について（令和２年６月１０日払）
29,532

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法第58条に基づく国民健康保険葬祭費の支出について
700,000

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法第58条に基づく国民健康保険出産育児一時金の支出について
420,000

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法第54条に基づく治療用装具・入院時食事療養費差額等療養費の支出について
668,908

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（５月分　保険）
1,174

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（５月分　保険）
36,056

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（５月分　保険）
24,520

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（５月分　管理）
168,668

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（５月分　保険）
19,763

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（５月分　保険）
34,500

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（５月分　保険）
7,650

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（５月分　保険）
42,263

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 区住民情報関係事務経費住民情報事務用（印鑑登録照会等送付用）及び番号法関連事業用（個人番号カード交付勧奨通知等送付用）の後納郵便料の支出について（５月分）
9,772

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区住民情報関係事務経費住民情報事務用（印鑑登録照会等送付用）及び番号法関連事業用（個人番号カード交付勧奨通知等送付用）の後納郵便料の支出について（５月分）
58,758

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 住民情報事務用（就学通知書等送付用）後納郵便料の支出について（５月分）
168

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市鶴見区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
427,363

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区住民情報関係事務経費住民情報事務用コピー代金（５月分）の支出について
21,220

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市鶴見区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
3,464,847

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報関係事務返信用切手購入経費の支出について
31,500

鶴見区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付（歳出還付一般）の支出について（令和２年６月２６日払）
1,578,559

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（令和２年６月１日払分）
311,831

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（令和２年６月１日払分）
64,554

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（特別保育用）の支出について（６月分）
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（通常保育用）の支出について（６月分）
30,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
48,675

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
24,400

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
41,080

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
110,446

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる妊娠検査料の支出について（令和２年６月３日払分）
5,920

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について（令和２年６月３日払分）
3,657

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる通院移送費の支出について（令和２年６月３日払分）
62,784

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について（令和２年６月３日払分）
162,074

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について（令和２年６月３日払分）
133,560
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鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について（令和２年６月３日払分）
1,084,751

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護世帯にかかる進学準備給付金の支出について（令和２年６月３日払分）
300,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
167,056

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
179,178

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
88,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（令和２年６月５日払分）
325,874

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教育扶助金の支出について（令和２年６月５日払分）
92,881

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について（令和２年６月５日払分）
7,051

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる通院移送費の支出について（令和２年６月５日払分）
12,010

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について（令和２年６月８日払分）
19,790

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当未支払分の支出について（令和02年05月請求分）
70,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（令和２年６月９日払分）
52,077

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる家財処分費用の支出について（令和２年６月９日払）
84,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（令和２年６月９日払分）
121,634

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について（令和２年６月９日払分）
177,110

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 大阪市介護保険住宅改修理由書作成費支給申出書にかかる経費の支出について
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
24,400

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
10,930

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
17,250

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
22,660

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
7,950

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
46,080

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
83,540

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(５月分)
2,145

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について(５月分)
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
10,500

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
50,950

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
17,800

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
132,050

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）の支出について（令和２年６月15日払分）
150,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について（令和２年６月15日払分）
15,035

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について（令和２年６月15日払分）
373,180

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について（令和２年６月15日払分）
4,400

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について（令和２年６月15日払分）
26,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる通院移送費の支出について（令和２年６月15日払分）
74,666

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について（令和２年６月15日払分）
245,930

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(５月分)
1,764

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(５月分)
84

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(５月分)
1,692

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 保健福祉課用市内出張交通費の支出について（４月予算配付分）
560

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（令和２年６月16日払分）
99,428

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について（令和２年６月16日払分）
27,150

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
305,120

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
782,800

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(令和２年度５月分　内科等)
174,300

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 地域保健事業経費　普通乗用車長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
40,480

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
48,800
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鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
95,194

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
114,818

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について(令和２年度５月分)
124,500

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
27,065

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
250,943

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料の支出について（５月分）
405,782

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金受取人払後納郵便料の支出について（５月分）
29,185

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（令和２年６月22日払分）
62,400

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教育扶助金の支出について（令和２年６月22日払分）
54,600

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について（令和２年６月22日払分）
2,228

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる通院移送費の支出について（令和２年６月22日払分）
4,449

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について（令和２年６月22日払分）
117,416

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる国民健康保険給付費返還金の支出について（令和２年６月22日払分）
18,760

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について（令和２年６月22日払分）
9,500

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について（令和２年６日22払分）
297,890

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(令和２年５月分)
2,044

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(令和２年５月分)
84

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(令和２年５月分)
766

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(令和２年５月分)
84

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(令和２年５月分)
6,636

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 地域生活安定支援事業（地域生活向上教室）にかかる講師報償金（６月分）の支出について
9,060

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(令和２年５月分)
6,624

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(令和２年５月分)
8,226

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
227,799

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務（高齢）等に係る後納料金郵便料（令和２年５月分）の支出について
1,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務（高齢）等に係る後納料金郵便料（令和２年５月分）の支出について
5,274

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 ７月分生活保護費の支出について
6,500,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 ７月分生活保護費の支出について
2,500,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 ７月分生活保護費の支出について
150,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 ７月分生活保護費の支出について
300,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務（高齢）等に係る後納料金郵便料（令和２年５月分）の支出について
87,381

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（５月分）
18,392

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務（高齢）等に係る後納料金郵便料（令和２年５月分）の支出について
9,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務（高齢）等に係る後納料金郵便料（令和２年５月分）の支出について
3,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務（高齢）等に係る後納料金郵便料（令和２年５月分）の支出について
1,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 会計年度任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（令和2年5月分）
720

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所に対する賄材料費の支出について（６月分）
923,080

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援担当職員にかかる市内出張交通費等の支出について（令和２年５月分）
2,090

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用携帯電話使用料の支出について（５月分）
4,298

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（令和２年６月26日払分）
51,690

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる通院移送費の支出について（令和２年６月26日払分）
8,364

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について（令和２年６月26日払分）
550

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について（令和２年６月26日払分）
51,428

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護世帯にかかる就労自立給付金の支出について（令和２年６月26日払分）
75,469

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 大阪市介護保険住宅改修理由書作成費支給申出書にかかる経費の支出について（６月４日請求分）
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年５月分）の支出について
434

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年５月分）の支出について
336
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鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年５月分）の支出について
18,915

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年５月分）の支出について
4,782

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年５月分）の支出について
17,689

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年５月分）の支出について
1,714

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年５月分）の支出について
8,750

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
146,556

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
22,880

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年５月分）の支出について
252

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年５月分）の支出について
168

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 地域生活安定支援事業（酒害教室）にかかる講師報償金（６月分）の支出について
9,060

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年５月分）の支出について
3,024

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年５月分）の支出について
35,038

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年５月分）の支出について
1,764

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年５月分）の支出について
9,770

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年５月分）の支出について
4,376

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年５月分）の支出について
1,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年５月分）の支出について
3,642

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（令和２年５月分）の支出について
4,182

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年度民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第１四半期分）
949,225

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
34,019

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
24,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
17,800

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
13,130

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる妊娠検査料の支出について（令和２年６月30日払分）
8,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる家財処分費用の支出について（令和２年６月30日払）
153,450

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（令和２年６月30日払分）
65,710

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教育扶助金の支出について（令和２年６月30日払分）
157,832

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について（令和２年６月30日分）
112,025

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について（令和２年６月30日払分）
16,650

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について（令和２年６月30日払分）
19,290

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる通院移送費の支出について（令和２年６月30日払分）
3,480

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について（令和２年６月30日払分）
446,200

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年度民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第１四半期分）
895,475

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用コピー料金の支出について（子育て支援：令和２年５月分）
5,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用コピー料金の支出について（子育て支援：令和２年５月分）
1,658

鶴見区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用コピー料金の支出について（子育て支援：令和２年５月分）
5,000

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年５月分①）
4,708

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年５月分①）
1,503

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年５月分①）
11,000

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年５月分①）
3,300

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月請求分住民情報担当用電話使用料（セキュリティ）の支出について
1,762

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月請求分各担当事務用電話専用回線使用料の支出について
16,508

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月請求分回線使用料（市民局証明書発行システム）の支出について
3,885

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年５月分①）
19,800

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年５月分①）
15,170

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和２年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（４月分）
4,828

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年５月分②）
3,872
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阿倍野区役所 総務課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年５月分②）
4,369

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　阿倍野区こどもの「生きる力」を育む事業にかかる経費支出について（令和2年4月分）
145,625

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年５月分②）
168

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 阿倍野区災害対策職員住宅の賃借料の支出について（令和２年７月分）
96,000

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区の広報事業「令和２年度　阿倍野区広報紙『広報あべの』企画編集及び印刷業務委託」にかかる経費の支出について（6月号）
728,909

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区の広報事業「令和２年度　阿倍野区広報紙『広報あべの』企画編集及び印刷業務委託」にかかる経費の支出について（6月号）
178,200

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　令和２年度阿倍野区役所宿日直専門員用寝具借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
12,375

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用電気使用料の支出について（令和２年５月分）
461,249

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　阿倍野区役所窓口案内業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
294,652

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 広報事業用ライン公式アカウント通信使用料にかかる支出について（5月分）
5,500

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 総務課事務用　ケーブルテレビ利用料の支出について（令和２年５月分）
1,256

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 常時選挙事務用及び常時啓発用後納郵便料にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
336

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 常時選挙事務用及び常時啓発用後納郵便料にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
7,392

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和２年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（５月分）
6,206

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　阿倍野区こどもの「生きる力」を育む事業にかかる経費支出について（令和２年５月分）
145,625

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（５月分）
80,768

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「大阪市阿倍野区役所庁舎清掃業務委託　長期継続」にかかる経費の支出について（平成２９年度契約）（令和２年５月分）
540,100

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区の広報事業「令和２年度　阿倍野区広報紙「広報あべの５月号」全戸配布業務委託（概算契約）」にかかる経費の支出について
550,211

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区の広報事業「令和２年度　新聞未購読世帯への阿倍野区広報紙「広報あべの」配付業務委託（概算契約）」にかかる経費の支出について
197,560

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
4,562

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
664

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
700

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区の広報事業「令和２年度阿倍野区広報紙「広報あべの」点字版製作業務委託（概算契約）」にかかる経費の支出について（6月号）
67,738

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 阿倍野区役所庁内情報利用パソコン等機器一式借入（再リース）にかかる経費の支出について（令和元年度契約）（令和２年５月分）
5,984

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成２８年度契約）（令和２年５月分）
21,503

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成29年度契約）（令和２年５月分）
8,154

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成２９年度契約）（令和２年５月分）
116,158

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年度契約）（令和２年５月分）
406,883

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 総務課広報事務用　タブレット端末の利用にかかる支出について（５月分）
5,172

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
13,024

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 阿倍野区役所庁内情報利用パソコン等機器一式借入（再リース）にかかる経費の支出について（令和元年度契約）（令和２年５月分）
4,488

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成30年度契約）（令和２年５月分）
3,072

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 阿倍野区役所庁内情報利用パソコン等機器一式借入（再リース）にかかる経費の支出について（令和元年度契約）（令和２年５月分）
1,496

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年６月分①）
20,570

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年６月分①）
7,304

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和２年６月分①）
168

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年６月請求分回線使用料（市民局証明書発行システム）の支出について
3,885

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年６月請求分各担当事務用電話専用回線使用料の支出について
16,515

阿倍野区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 総務課広報事務用　タブレット端末の利用にかかる支出について（４月分）
10,761

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年06月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立阿倍野区民センター使用料の還付用資金にかかる経費の支出について（過年度支出、令和２年６月分）
4,000,000

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区防災事業用　災害時避難所用看板の購入にかかる経費の支出について
143,000

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度「小学校区教育協議会－はぐくみネット－」事業にかかる委託料の支出について（１回目）
715,000

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分）
3,069

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分）
6,900

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 不登校児などの相談支援事業にかかる心理相談員の報償金の支出について（５月分）
208,700

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　あべの筋魅力づくり事業における阪堺電気軌道上町線軌道敷の芝生維持管理経費の支出について（概算契約）（５月分）
295,900

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区防災事業用　事務用品（水性マーカー外7点）の購入にかかる経費の支出について
261,074
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阿倍野区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区の教育事業外２事業にかかる後納郵便経費の支出について（令和２年５月分）
168

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区の教育事業にかかる後納郵便経費の支出について（令和２年５月分）
198

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 区の教育事業外２事業にかかる後納郵便経費の支出について（令和２年５月分）
120

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 区の教育事業外２事業にかかる後納郵便経費の支出について（令和２年５月分）
280

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業外２事業にかかる後納郵便料金（５月分）の支出について
1,648

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業外２事業にかかる後納郵便料金（５月分）の支出について
30,198

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 空家等対策推進事業にかかる後納郵便料金（返信用封筒５月分）の支出について
307

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業外２事業にかかる後納郵便料金（５月分）の支出について
6,488

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和2年度発達障がいサポート事業にかかるサポーターの報償金の支出について（５月分）
12,972

阿倍野区役所 市民協働課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立阿倍野区民センター使用料の還付用資金にかかる経費の支出について（過年度支出、令和２年７月分）
2,800,000

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る6月分歳出還付資金の資金前渡の支出について（一般分）
20,000

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る6月分歳出還付資金の資金前渡の支出について（退職被保険者還付金分）
5,000

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年06月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険に係る保険料過誤納金の還付加算金の支出について
3,100

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年06月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る保険料過誤納金の還付金の支出について（一般分）
1,492,898

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年06月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（令和２年５月分）
428,620

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年06月11日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分）
2,000

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市阿倍野区役所　住民情報業務等委託　長期継続契約にかかる経費の支出について（平成30年度契約）（令和２年４月分）
402,215

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市阿倍野区役所　住民情報業務等委託　長期継続契約にかかる経費の支出について（平成30年度契約）（令和２年４月分）
4,076,407

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年06月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る保険料過誤納金の還付金の支出について（一般分）
662,946

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
2,018

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
36,266

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
130,432

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
34,570

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
5,386

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険管理）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
165,340

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る保険料過誤納金の還付金の支出について（一般分）
399,935

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 令和2年度窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用 後納郵便料の支出について（5月分）
56,144

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和2年度窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用 後納郵便料の支出について（5月分）
69,620

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（令和２年６月分）
608,809

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（令和２年６月分）
900,000

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（令和２年６月分②）
515,466

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
62,430

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,550

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
163,130

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
9,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
34,800

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（令和２年５月）
48,977

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（令和２年６月分特別保育用）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる高松保育所及び阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（令和２年６月分通常保育用）
60,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
56,074

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年５月）
206,090

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年５月）
2,310

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の家財処分料にかかる生活扶助費の支出について（令和２年５月）
220,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年５月）
160,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の福祉用具購入にかかる介護扶助費の支出について（令和２年５月）
3,916

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（令和２年５月）
31,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（令和２年５月）
20,270
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阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料および検診料にかかる医療扶助費の支出について（令和２年５月）
63,520

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（令和２年５月）
216,940

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
30,146

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
16,854

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
63,501

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
18,232

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
10,500

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業にかかる住宅改修理由書作成費（令和２年５月請求分）の支出について
6,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
3,600

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
47,800

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
46,325

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
10,184

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
15,080

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（令和２年５月）
24,690

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（４月分）
692

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
105,576

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
42,200

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
55,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年５月）
30,700

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年５月）
35,617

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の妊娠検査料にかかる生活扶助費の支出について（令和２年５月）
2,250

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる令和2年度母子貸付金（第１四半期５回目）の支出について
486,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
8,900

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
152,402

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年５月）
11,880

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年５月）
154,510

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（令和２年５月）
24,938

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（令和２年５月）
11,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
318,710

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
94,104

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月09日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる令和２年度母子貸付金（第１四半期６回目）の支出について
238,500

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
6,260

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
285,910

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年５月）
31,346

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の住宅改修にかかる介護扶助費の支出について（令和２年５月）
7,032

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（令和２年５月）
4,040

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（令和２年５月）
86,941

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（令和２年６月）
32,680

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（令和２年５月）
38,040

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る診断書の作成料金の支出について
7,700

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（令和２年５月）
659,450

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健子育て担当事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
602

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健子育て担当事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
105,215

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
131,862

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
21,600
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阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
60,400

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
65,693

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健子育て担当事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
420

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる令和２年度母子貸付金（第１四半期７回目）の支出について
243,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（令和２年５月）
452,400

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課（福祉介護）事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月）
420

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
92,559

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
27,960

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
47,753

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年６月）
6,520

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（令和２年６月）
18,400

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（令和２年６月）
19,498

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年６月）
33,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年６月）
80,986

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 子育て支援担当にかかる市内出張交通費の支出について(５月分)
960

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度子育てカウンセリング事業専門相談にかかる報償金の支出について（５月分）
28,400

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（５月分）
5,932

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
4,530

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
198,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 福祉担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（５月分）
4,798

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の家財処分料にかかる生活扶助費の支出について（令和２年６月）
158,070

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年６月）
29,809

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年６月）
13,270

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の教材代にかかる教育扶助費の支出について（令和２年６月分）
148,410

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の福祉用具購入にかかる介護扶助費の支出について（令和２年６月）
3,784

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（令和２年６月）
22,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（令和２年６月）
3,300

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（令和２年６月）
6,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（令和２年６月）
236,370

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）②
24,168

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）①
90,066

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
1,904

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
84

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
336

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
24,464

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
2,970

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
903,438

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
193,344

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
41,658

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
193,556

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
270,620

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
110,929

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
49,950

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
6,100

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
13,430
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阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,950

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
60,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
39,080

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（令和２年６月）
7,738

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
168

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
252

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
420

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
262

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
1,354

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
336

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
252

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
2,100

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
84

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
1,596

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
1,064

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
20,972

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
4,452

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
488,563

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
934

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
5,372

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（５月分）
74,700

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
13,630

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
6,102

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
336

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
61,350

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年６月）
46,430

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（令和２年６月）
16,500

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 子育て支援担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（5月分）
14,004

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる令和2年度母子貸付金（第１四半期８回目）の支出について
276,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（５月分）
4,989

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 助産師相談事業用　3か月児健診における助産師相談従事者への講師謝礼の支出について（６月分）
11,160

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（５月分）
4,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（令和２年５月分その１）
588

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について　（代理受領方式）
273,776

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
4,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
14,500

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
460

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
2,860

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
1,020

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（令和２年５月分その１）
109,994

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（令和２年５月分その１）
2,792

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（令和２年５月分その１）
20,882

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（令和２年５月分その２）
42,219

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（令和２年５月分その１）
4,890

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（令和２年５月分その１）
245,865

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（令和２年７月定例・随時分）
13,100,000
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阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（令和２年７月定例・随時分）
7,600,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（令和２年７月定例・随時分）
500,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（令和２年７月定例・随時分）
150,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（令和２年７月定例・随時分）
1,500,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（５月分）
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（５月分）
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（５月分）
2,451

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和２年度子育てカウンセリング事業ピアカウンセリングにかかる報償金の支出について（５月分）
18,600

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育て支援事業用　令和２年度 子育てミニニュースの印刷にかかる経費の支出について（６．７月号）
24,552

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（令和２年５月分）
17,066

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業に係る高松保育所及び阪南保育所の賄材料費の資金前渡金支出について（令和２年６月分）
1,599,220

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 乳幼児発達相談強化事業にかかる心理相談員の報償金の支出について（令和２年４月分）
17,360

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 福祉担当等事務用　タブレット端末の利用にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
4,370

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年度民生委員・児童委員費用弁償（第１四半期分）にかかる経費の支出について
1,092,225

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
23,911

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年６月）
97,522

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の妊娠検査料にかかる生活扶助費の支出について（令和２年６月）
8,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和２年６月）
183,339

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の福祉用具購入にかかる介護扶助費の支出について（令和２年６月）
9,922

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（令和２年６月）
33,910

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（令和２年６月）
105,052

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（令和２年６月）
46,030

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護の衛生材料費等にかかる出産扶助費の支出について（令和２年６月）
21,870

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年度民生委員・児童委員費用弁償（第１四半期分）にかかる経費の支出について
1,045,975

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
269,399

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
4,303

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
30,146

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
172,780

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
156,403

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
73,400

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
247,032

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
119,936

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
268,594

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 ぴああべのん及びピアカウンセリング等一時保育にかかる市民活動行事保険料（７月分）の支出について
5,400

阿倍野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種医師にかかる報償金の支出について（６月分）
24,900

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金 現年還付加算金 6月分）
1,200

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 令和２年度　令和２年４月分国民健康保険特別療養費の支出について
2,824

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 令和２年度６月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支払準備金の支出について
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 令和２年度６月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支払準備金の支出について
500,000

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（一般）令和2年6月分 支払資金の支出について
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金 一般 6月分）
477,133

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（退職）令和2年6月分 支払資金の支出について
5,000

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金 一般 6月分）
874,800

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金 現年還付加算金 6月分）
1,000

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金 一般 6月分）
1,168,925

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所における住民情報業務等委託事業費の支出について（４月分）
459,432

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所における住民情報業務等委託事業費の支出について（４月分）
3,788,878
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住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 令和2年度　令和2年5月分国民健康保険療養費（一般分）の支出について
508,518

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍グループ事務用後納郵便代金（5月分）の支出について
92,474

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金 一般 6月分）
701,945

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金 現年還付加算金 6月分）
2,900

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月22日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金 一般 6月分）
367,292

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
7,990

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
21,572

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
9,720

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
55,388

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
168,127

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
210,255

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
39,517

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
7,996

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和2年5月分）
19,852

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍・住民登録グループ用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（5月分）
23,806

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 令和２年度６月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について
950,000

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 令和２年度６月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について
922,170

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金 一般 6月分）
388,305

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（令和２年５月分）
17,069

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（令和２年５月分）
7,315

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金 現年還付加算金 6月分）
1,300

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 令和２年度６月分　国民健康保険事業にかかる高額療養費の支払について
3,734

住之江区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金 一般 6月分）
386,284

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所及び御崎保育所消耗品費事業資金（特別保育用６月分）の支出について
20,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所及び御崎保育所消耗品費事業資金（通常保育用６月分）の支出について
60,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる診断書料の支出について（R2-2 NO.186)
4,720

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ用装具等）の支出について（代理受領方式）
462,832

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（令和２年４月分）
30,090

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和2年度児童手当随時払い（令和2年6月支払分）の支出について
40,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和2年度児童手当随時払い（令和2年6月支払分）の支出について
30,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（令和２年４月分）
486

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（令和２年４月分）
2,173

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
746,875

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（令和２年４月分）
1,242

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（令和２年４月分）
1,594

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張等交通費の支出について（４月分）
4,600

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ用装具等）の支出について（代理受領方式）
345,768

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ用装具等）の支出について（代理受領方式）
600,273

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 令和２年度 乳幼児健診等報償金の支出について（令和２年５月南港分）
24,900

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 令和２年度 乳幼児健診等報償金の支出について（令和２年５月分館分）
166,860

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（保健福祉課５月分）
877

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（保健福祉課５月分）
6,500

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
88,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（保健福祉課５月分）
840

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（保健福祉課５月分）
3,850

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（保健福祉課５月分）
7,600

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 令和２年度 ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（５月分）
49,800
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住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 令和2年度5月分　乳幼児健診実施にかかる会場使用料の支出について（南港管理センター）
9,500

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成にかかる経費の支出について（１）
6,000

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
1,114

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
181,745

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ用装具等）の支出について（代理受領方式）
224,756

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
152,880

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 令和２年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
1,576

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 令和２年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
178

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 令和２年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
2,196

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 令和２年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
84

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 令和２年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
13,027

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 令和２年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
2,928

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 令和２年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
84

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 令和２年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
7,786

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 令和２年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
9,996

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
10,500

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（高齢・介護保険）事務にかかる後納郵便料（令和２年５月分）の支出について
749

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（高齢・介護保険）事務にかかる後納郵便料（令和２年５月分）の支出について
4,050

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（高齢・介護保険）事務にかかる後納郵便料（令和２年５月分）の支出について
102,750

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（高齢・介護保険）事務にかかる後納郵便料（令和２年５月分）の支出について
16,667

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（高齢・介護保険）事務にかかる後納郵便料（令和２年５月分）の支出について
1,331

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（高齢・介護保険）事務にかかる後納郵便料（令和２年５月分）の支出について
670

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 軽四輪自動車（住之江区保健福祉センター事業用）長期借入に係る経費の支出について（5月分）
30,470

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
193,600

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立北加賀屋保育所及び御崎保育所にかかる賄材料費の支出について（６月分）
1,597,260

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ用装具等）の支出について（代理受領方式）
409,513

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（５月分）の支出について
130,902

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（５月分）の支出について
74,972

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（高齢・介護保険）業務におけるコピー代金等の支出について（令和２年５月分）
6,126

住之江区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（５月分）
12,157

住之江区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 新型コロナウイルス対策用　ビニールシート買入にかかる経費の支出について
20,900

住之江区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住之江区広報紙「さざんか」（令和2年5月号）企画編集及び印刷業務にかかる経費の支出について
883,996

住之江区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」（令和2年5月号）企画編集及び印刷業務にかかる経費の支出について
276,676

住之江区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎管理用　住之江区保健福祉センター分館GHP（ガスヒーポン）室外機診断調査業務委託にかかる経費の支出について
16,500

住之江区役所 総務課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年度大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（単価契約）にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
5,225

住之江区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（５月分）の支出について
877

住之江区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（５月分）の支出について
3,395

住之江区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（５月分）の支出について
6,253

住之江区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（５月分）の支出について
26,972

住之江区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（５月分）の支出について
8,000

住之江区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（５月分）の支出について
2,000

住之江区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金（５月分）の支出について
968

住之江区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（５月分）の支出について
10,458

住之江区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（５月分）の支出について
7,070

住之江区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（５月分）の支出について
18,900

住之江区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（５月分）の支出について
740

住之江区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住之江区役所法律相談等業務にかかる相談料の支出について（令和２年５月19日確認分）
16,500



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

住之江区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所職員用フェイスシールドの購入経費の支出について
48,620

住之江区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所職員用フェイスシールドの購入経費の支出について
1,100

住之江区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　住之江区役所窓口サービス課シャッター修繕にかかる経費の支出について
132,000

住之江区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所庁舎及び住之江区保健福祉センター分館清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
649,000

住之江区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 南港ポートタウンサービスコーナー清掃業務委託経費の支出について（日常５月分）
23,100

住之江区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区保健福祉センター分館機械警備業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
35,200

住之江区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　LGWAN接続系利用パソコン等機器（住之江区役所）一式（平成２９年７月借入分）　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
16,541

住之江区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式（平成２９年３月借入分）　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
29,322

住之江区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式（令和２年３月借入分）　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
467,744

住之江区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式（平成３０年３月借入分）　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
176,723

住之江区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式（平成３１年３月借入分）　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
3,072

住之江区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（５月分）の支出について
2,364

住之江区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（５月分）の支出について
2,696

住之江区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（５月分）の支出について
168

住之江区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（５月分）の支出について
4,704

住之江区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（５月分）の支出について
18,144

住之江区役所 総務課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 連絡調整・研修等にかかる市内出張等交通費（令和２年４月分）の支出について
5,609

住之江区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 住之江区災害対策職員住宅用賃貸借契約にかかる不動産賃借料（令和２年７月分）の支出について
98,000

住之江区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 常時啓発事務及び公選法第11条関係事務にかかる後納郵便料金（５月分）の支出について
120

住之江区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 常時啓発事務及び公選法第11条関係事務にかかる後納郵便料金（５月分）の支出について
7,476

住之江区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（令和２年５月分）について
16,049

住之江区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遠隔手話・外国語通訳支援モデル事業用タブレット型端末使用料（令和２年５月分）の支出について
4,070

住之江区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 庁舎管理用　甲種新規防火管理者講習会受講料及び振込手数料の支出について
330

住之江区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
12,375

住之江区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区長応接室設置用ケーブルテレビ使用料（令和２年５月分）の支出について
3,399

住之江区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（令和２年５月分）について
129,801

住之江区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（令和２年５月分）について
62,040

住之江区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 庁舎管理用　甲種新規防火管理者講習会受講料及び振込手数料の支出について
8,000

住之江区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事務参考用　令和２年度地方財務実務提要【加除式】購入にかかる経費の支出について
8,349

住之江区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務事務用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（５月分）
61,406

住之江区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 南港ポートタウンサービスコーナー用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（５月分）
750

住之江区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住之江区役所・保健福祉センター分館電気料金の支出について（令和２年５月分）
459,972

住之江区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住之江区役所・保健福祉センター分館電気料金の支出について（令和２年５月分）
96,646

住之江区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「住之江区広報紙さざんか」（令和2年6月号）製作業務にかかる経費の支出について
53,459

住之江区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 高速プリンター（住之江区役所）長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
27,280

住之江区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 住之江区役所事業用軽四輪自動車の長期借入にかかる経費の支出について（令和２年度５月分）
22,110

住之江区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター分館専用回線用ひかり電話使用料（令和２年５月分）の支出について
53,121

住之江区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 証明書発行システム用回線使用料（令和２年５月分）の支出について
7,770

住之江区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住之江区役所法律相談等業務にかかる相談料の支出について（案件番号２）
16,500

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
37,240

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
232,322

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
140,730

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
16,172

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
865,700

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における紙おむつ代の支出について
918,660

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
34,100

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
12,600
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住之江区役所 生活支援課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（中学校）の支出について
67,870

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
4,500

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
156,500

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,593,080

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬の支出について
10,088

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
369,600

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
196,500

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における紙おむつ代の支出について
727,019

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
77,880

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護保険サービス料の支出について
41,409

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
30,500

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
30,008

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
15,270

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
168,771

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
4,040

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
135,590

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
652,450

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（小学校）の支出について
42,010

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における令和2年6月分扶助費の支出について
78,230

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援課一般事務用小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
5,752

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 生活支援課市内出張等交通費の支出について（４月・５月）【会計年度任用職員】
560

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 生活支援課市内出張等交通費の支出について（４月・５月）【会計年度任用職員】
720

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（４月・５月）
560

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 生活支援課市内出張等交通費の支出について（４月・５月）【会計年度任用職員】
920

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（４月・５月）
1,100

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
54,000

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（５月分）
1,100

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（５月分）
8,200

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（５月分）
347,954

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（５月分）
141,842

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（５月分）
113,898

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
266,549

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
119,130

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
34,520

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（令和２年７月払い分）
22,200,000

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（令和２年７月払い分）
14,000,000

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（令和２年７月払い分）
500,000

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（令和２年７月払い分）
300,000

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（令和２年７月払い分）
1,000,000

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第１四半期分）の支出について
1,430,800

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における紙おむつ代の支出について
584,931

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
157,300

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
349,100

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
49,335

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（中学校）の支出について
363,302

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（小学校）の支出について
275,734

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
32,950



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報
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住之江区役所 生活支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入にかかる経費の支出について
22,185

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
22,650

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
2,005,625

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第１四半期分）の支出について
1,369,550

住之江区役所 生活支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（５月分）
36,773

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 住之江区地域防災リーダーにかかるボランティア活動保険料の支出について
600

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 協働まちづくり事業にかかる市内出張等交通費の支出について（令和２年４月）
1,748

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 住之江区地域防災リーダーにかかるボランティア活動保険料の支出について
18,600

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害時避難所用　非接触型体温計ほか１点　買入にかかる経費の支出について
259,116

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 住之江会館使用料の還付金の支出について（令和２年５月16日にかかる使用取消分）
1,800

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 住之江会館使用料の還付金の支出について（令和２年５月８日22日にかかる使用取消分）
4,600

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 住之江会館使用料の還付金の支出について（令和２年５月７日他３日にかかる使用取消分）
10,800

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 すみのえ舞昆ホール使用料の還付金の支出について（令和２年３月22日にかかる使用取消分）
25,290

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 住之江会館使用料の還付金の支出について（令和２年５月13日他２日にかかる使用取消分）
7,800

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 住之江会館使用料の還付金の支出について（令和２年５月14日にかかる使用取消分）
3,600

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 住之江会館使用料の還付金の支出について（令和２年５月14日にかかる使用取消分）
3,600

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 すみのえ舞昆ホール使用料の還付金の支出について（令和２年８月６日にかかる使用取消分）
22,800

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 住之江会館使用料の還付金の支出について（令和２年６月３日他３日にかかる使用取消分）
8,800

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 住之江会館使用料の還付金の支出について（令和２年５月23日30日にかかる使用取消分）
3,600

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 住之江会館使用料の還付金の支出について（令和２年５月21日28日にかかる使用取消分）
7,200

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 すみのえ舞昆ホール使用料の還付金の支出について（令和２年５月24日にかかる使用取消分）
39,240

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 住之江会館使用料の還付金の支出について（令和２年５月７日にかかる使用取消分）
3,600

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 すみのえ舞昆ホール使用料の還付金の支出について（令和２年６月27日にかかる使用取消分）
53,280

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 すみのえ舞昆ホール使用料の還付金の支出について（令和２年５月23日にかかる使用取消分）
44,520

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度大阪市住之江区における新たな地域コミュニティ支援事業の業務委託にかかる費用の支出について（令和２年４月分～令和２年９月分）
9,304,500

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度市民協働型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
113,736

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働事務用乾式電子複写機消耗品等使用料の支出について（５月分）
12,630

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 災害対策事務用　タブレット端末使用料（令和2年5月分）の支出について
4,070

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（令和2年5月分）
9,520

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（令和2年5月分）
84

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（令和2年5月分）
564

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（令和2年5月分）
5,320

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（令和2年5月分）
598

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（令和2年5月分）
6,250

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（令和2年5月分）
94

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 協働まちづくり事業にかかる市内出張等交通費の支出について（令和２年５月）
1,624

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 すみのえ舞昆ホール使用料の還付金の支出について（令和２年６月20日にかかる使用取消分）
51,630

住之江区役所 協働まちづくり課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 すみのえ舞昆ホール使用料の還付金の支出について（令和２年７月12日にかかる使用取消分）
26,160

住吉区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用電話料金の支出について（４月分）
16,502

住吉区役所 総務課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用定額電灯(太陽光パネル分)にかかる電気料金の支出について(４月分)
767

住吉区役所 総務課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市住吉区役所一般廃棄物収集運搬業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（４月分）
16,720

住吉区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎管理事業用　大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務にかかる経費の支出について（４月分）
700,850

住吉区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 庁舎管理事業用　大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務にかかる経費の支出について（４月分）
6,450

住吉区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館条例第１４条第１項第２号による既納使用料の還付用資金の支出について（過年度用　６月分）
2,000,000

住吉区役所 総務課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（５月分）
6,200

住吉区役所 総務課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（５月分）
1,726

住吉区役所 総務課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（５月分）
168
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住吉区役所 総務課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（５月分）
13,650

住吉区役所 総務課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（５月分）
11,470

住吉区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について(５月分)
1,948

住吉区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市住吉区役所一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
9,570

住吉区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について(５月分)
364

住吉区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について(５月分)
2,862

住吉区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　宿直用寝具の借入にかかる経費の支出について（５月分）
11,825

住吉区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（５月分）
243,707

住吉区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（５月分）
122,442

住吉区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
336

住吉区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
7,210

住吉区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（５月分）
5,311

住吉区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所産業廃棄物収集運搬処分業務にかかる経費の支出について（５月分）
66,078

住吉区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎管理事業用　大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務にかかる経費の支出について（５月分）
700,854

住吉区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用　高速インクジェットプリンタ保守業務にかかる経費の支出について（５月分）
11,000

住吉区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　点字プリンタ等一式の借入にかかる経費の支出について（５月分）
4,565

住吉区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
134,567

住吉区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（住吉区区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
11,067

住吉区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
12,947

住吉区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　高速インクジェットプリンタの借入にかかる経費の支出について（５月分）
49,390

住吉区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）（１）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
169,492

住吉区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）　一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
595,826

住吉区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 庁舎管理事業用　大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務にかかる経費の支出について（５月分）
6,446

住吉区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用電気料金の支出について（５月分）
1,158,943

住吉区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用電話料金の支出について（５月分）
16,522

住吉区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用電話料金(市民局証明書発行システム分)の支出について（５月分）
3,885

住吉区役所 地域課 令和02年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業用　レーザープリンタ用トナーカートリッジの購入及び同経費の支出について
73,480

住吉区役所 地域課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度住吉区における啓発指導員の配置等による放置自転車対策業務委託の実施及び同経費の支出について　（４月分）
245,690

住吉区役所 地域課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業及び防犯カメラ事業用　住宅地図の購入及び同経費の支出について
12,870

住吉区役所 地域課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業及び防犯カメラ事業用　住宅地図の購入及び同経費の支出について
12,870

住吉区役所 地域課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 住吉区災害時要援護者管理システム機器一式の長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
33,880

住吉区役所 地域課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花さかスミちゃん事業用　折り畳みバスケット台車の購入経費の支出について
5,390

住吉区役所 地域課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 地域安全防犯対策事業用　小口支払基金の繰入について（５月分）
4,500

住吉区役所 地域課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域見守り支援事業用　小口支払基金の繰入について（５月分）
168

住吉区役所 地域課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 災害に備えた自助・共助・公助の対策事業用　小口支払基金の繰入について（５月分）
1,200

住吉区役所 地域課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市住吉区における地域コミュニティ支援事業業務委託料の支出について（第1回）
3,232,750

住吉区役所 地域課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度住吉区における啓発指導員の配置等による放置自転車対策業務委託経費の支出について（５月分）
191,202

住吉区役所 地域課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域課市内出張交通費の支出について（５月分）
1,960

住吉区役所 地域課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花さかスミちゃん事業用　住吉区花づくり広場にかかる水道料金の支出について　（５月分）
739

住吉区役所 地域課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花さかスミちゃん事業用　住吉区花づくり広場にかかる水道料金の支出について　（５月分）
1,258

住吉区役所 地域課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課郵送代の支出について（５月分）
2,100

住吉区役所 地域課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課郵送代の支出について（５月分）
1,862

住吉区役所 地域課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課郵送代の支出について（５月分）
5,936

住吉区役所 地域課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課郵送代の支出について（受取人払い５月分）
2,475

住吉区役所 地域課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課郵送代の支出について（５月分）
94

住吉区役所 地域課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 地域課郵送代の支出について（５月分）
1,600

住吉区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課・政策推進課事務用コピー代金の支出について（５月分）
5,117
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住吉区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課・政策推進課事務用コピー代金の支出について（５月分）
853

住吉区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課・政策推進課事務用コピー代金の支出について（５月分）
853

住吉区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ設置事業　防犯カメラにかかる電気代の支出について　（５月分）
55,837

住吉区役所 地域課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策事業にかかる通信費の支出について　（５月分）
5,878

住吉区役所 地域課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業用　レーザープリンタ用給紙ユニットの購入及び同経費の支出について
34,320

住吉区役所 住民情報課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 住民情報課（住民登録・戸籍）事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
13,768

住吉区役所 住民情報課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課事務用コピー代金の支出について（５月分）
16,941

住吉区役所 住民情報課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報課（住民登録・戸籍）事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
73,098

住吉区役所 住民情報課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費（令和２年度分）の支出について（令和２年４月分）
652,914

住吉区役所 住民情報課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費（令和２年度分）の支出について（令和２年５月分）
652,914

住吉区役所 住民情報課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課事務用消耗品（上質紙外30点）の購入及び同経費の支出について
243,155

住吉区役所 住民情報課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課事務用消耗品（トナーカートリッジ）の購入及び同経費の支出について
336,600

住吉区役所 住民情報課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費（令和２年度分）の支出について（令和２年５月分）
4,488,156

住吉区役所 住民情報課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費（令和２年度分）の支出について（令和２年４月分）
4,488,156

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（特別保育用）の支出について（令和２年６月分）
20,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（通常保育用）の支出について（令和２年６月分）
120,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年２月分、３月分、４月分、５月分の児童手当給付金の支給について
260,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
210,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
286,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,440

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
154,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
32,627

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
8,162

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
78,037

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
89,252

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
42,978

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
46,958

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
8,639

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
71,338

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
182,939

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
16,960

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
5,343

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
101,696

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
65,130

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
22,480

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
56,400

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
18,590

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
55,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
21,922

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
35,873

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
35,600

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
344,030

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
36,430

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
39,380

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
51,500

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（５月分－１）
2,813

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（５月分－１）
7,287
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住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（５月分－１）
840

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（５月分－１）
968

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（５月分－１）
1,680

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（５月分－１）
6,578

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（５月分－１）
840

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（５月分－１）
880

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（５月分－１）
6,578

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（令和２年４月分）
920

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（令和２年４月分）
1,240

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内等出張交通費の支払いについて（令和２年４月分）
770

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（令和２年４月分）
1,490

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内等出張交通費の支払いについて（令和２年４月分）
440

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（令和２年４月分）
1,340

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内等出張交通費の支払いについて（令和２年４月分）
780

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉担当業務（５月分）小口支払基金の繰入について
1,719

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当業務（５月分）小口支払基金の繰入について
408

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 保健福祉担当業務（５月分）小口支払基金の繰入について
800

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 後見等開始の市長審判請求用鑑定費用の支出について
100,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
126,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
82,878

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
56,074

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
8,384

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
56,074

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
549,037

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
48,166

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
249,480

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
14,900

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
35,600

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
86,880

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,400

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
43,010

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
70,550

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
154,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
15,480

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
348,190

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等報償金の支出について（令和２年５月分）
187,400

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所用賄材料費の支出について（令和２年６月分）
2,218,460

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当業務（５月分）小口支払基金の繰入について
1,110

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(令和２年５月分)
9,240

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(令和２年５月分)
504

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(令和２年５月分)
1,680

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(令和２年５月分)
15,780

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 こどもサポートネット事業用自転車の購入及び同経費の支出について
58,520

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　手数料 こどもサポートネット事業用自転車の購入及び同経費の支出について
2,400
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住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(令和２年５月分)
9,240

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(令和２年５月分)
9,240

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 こどもサポートネット事業用自転車の購入及び同経費の支出について
14,630

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 こどもサポートネット事業用自転車の購入及び同経費の支出について
600

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(令和２年５月分)
106,360

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(令和２年５月分)
20,310

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(令和２年５月分)
23,320

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(令和２年５月分)
1,310

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度住吉区子ども・若者育成支援事業の実施及び経費の支出について（第2回中間払い）（5月分）
281,578

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,600

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（１階）事務用コピー代金の支出について（５月分）
6,605

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
2,774

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
336

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
514

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
8,888

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
168

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,680

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
84

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
84

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
3,886

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
168

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
30,816

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
618

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（令和２年５月支払分）
142

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（令和２年５月支払分）
5,670

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
750,341

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
40,216

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,400

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
16,200

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
22,050

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
52,280

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
136,620

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
34,810

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
9,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,400

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
41,125

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
16,980

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（令和２年５月支払分）
2,268

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（令和２年５月支払分）
123,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 こどもサポートネット事業用デスクマット外１３点の購入及び同経費の支出について
91,421

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（令和２年５月支払分）
63,460

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（令和２年５月支払分）
4,704

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金用貸付金の支出について（生活資金）６月分
103,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課(保健福祉）出張交通費の支出について（令和２年５月分）
560

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用コピー代金の支出について（５月分）
17,614
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住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高齢者支援・介護保険事務用コピー代金の支出について（５月分）
9,990

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
82,878

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,730

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
30,930

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,000

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,400

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
22,902

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
165,130

住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金用貸付金の支出について（第１四半期）４月～６月分
243,000

住吉区役所 政策推進課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度住吉区役所点字版「広報すみよし」製作業務委託（令和２年５月号～令和３年４月号）（概算契約）経費の支出について（６月号）
113,850

住吉区役所 政策推進課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度住吉区役所広報紙「広報すみよし」配布業務委託（令和２年４月号～令和３年３月号）（概算契約）経費の支出について（５月号）
460,757

住吉区役所 政策推進課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用モバイルWiFiにかかる通信費の支出について（５月分）
498

住吉区役所 政策推進課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 住吉区役所子育て世代向けLINE公式アカウントの月額使用料の支出について（5月分）
5,500

住吉区役所 政策推進課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度住吉区役所広報紙「広報すみよし」企画・編集及び印刷業務委託（令和２年５月号～令和３年４月号）（概算契約）における経費の支出について（６月号）
696,773

住吉区役所 政策推進課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度安心して暮らせる地域づくりに貢献する「広報すみよし」配布業務委託における経費の支出について（山之内地域）（５月号）
71,060

住吉区役所 教育文化課 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 住吉区自主学習習慣づくり支援事業　小口支払基金の繰入について（５月分）
630

住吉区役所 教育文化課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度大阪市青少年福祉委員活動交付金の支出について
176,400

住吉区役所 教育文化課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 教育文化課事業用 令和2年4月分市内出張交通費の支出について（会計年度任用職員：司書分）
21,200

住吉区役所 教育文化課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度住吉区校庭等の芝生維持管理の自立化支援補助金の支出について
152,000

住吉区役所 教育文化課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（令和２年５月分）
168

住吉区役所 教育文化課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（令和２年５月分）
84

住吉区役所 教育文化課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（令和２年５月分）
1,260

住吉区役所 教育文化課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（令和２年５月分）
24,846

住吉区役所 教育文化課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（令和２年５月分）
1,134

住吉区役所 教育文化課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（令和２年５月分）
120

住吉区役所 教育文化課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 教育文化課事業用 令和2年5月分市内出張交通費の支出について（会計年度任用職員：司書分）
13,660

住吉区役所 保険年金課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業収納事務用歳出還付金支払資金の支出について（６月分・一般及びマル退分）
70,000

住吉区役所 保険年金課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業収納事務用歳出還付金支払資金の支出について（６月分・一般及びマル退分）
10,000

住吉区役所 保険年金課 令和02年06月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（５月支給決定分）
619,664

住吉区役所 保険年金課 令和02年06月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険事業用保険料還付加算金の支出について
3,300

住吉区役所 保険年金課 令和02年06月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出・一般）
4,887,973

住吉区役所 保険年金課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（６月支給決定分）
850,000

住吉区役所 保険年金課 令和02年06月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険用出産育児一時金の支出について（６月支給決定分）
1,296,556

住吉区役所 保険年金課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金（５月分)の支出について
2,887

住吉区役所 保険年金課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用（窓口用）コピー代金の支出について（５月分）
4,336

住吉区役所 保険年金課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用（事務室用）コピー代金の支出について（５月分）
7,051

住吉区役所 保険年金課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険料収納事務用後納郵便料金の支出について（５月分・後納）
73,164

住吉区役所 保険年金課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金（５月分)の支出について
19,457

住吉区役所 保険年金課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業収納事務用後納郵便料金の支出について（５月分・受払）
40,674

住吉区役所 保険年金課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険料収納事務用後納郵便料金の支出について（５月分・後納）
228,897

住吉区役所 保険年金課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金（５月分)の支出について
194,375

住吉区役所 保険年金課 令和02年06月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当（後期）事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
27,896

住吉区役所 保険年金課 令和02年06月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当（後期）事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
45,126

住吉区役所 保険年金課 令和02年06月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当（後期）事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
35,486

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（おむつ）
637,834

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事業用コピー代金の支出について（４月分）
37,345

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（引越・家財処分）
107,800
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住吉区役所 生活支援課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（おむつ）
120,775

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助費の支出について
438,280

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
108,520

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
88,995

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（おむつ）
324,219

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（引越・家財処分）
31,900

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（引越・家財処分）
88,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
105,590

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助費の支出について
531,550

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（引越・家財処分）
88,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（おむつ）
52,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
216,707

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
482,180

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
62,078

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（引越・家財処分）
150,700

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（おむつ）
387,402

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
183,270

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
216,940

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(令和２年４月分)
387,841

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
25,960

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
48,610

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（引越・家財処分）
352,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（おむつ）
606,865

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
7,080

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
336,270

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
35,270

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（おむつ）
68,410

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
25,740

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（おむつ）
71,332

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（引越・家財処分）
209,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（おむつ）
136,040

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（引越・家財処分）
198,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（引越・家財処分）
77,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
27,680

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（おむつ）
123,280

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料の支出について
761,474

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
106,720

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（医療扶助対象外の妊娠検査料）
5,382

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（おむつ）
180,532

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（引越・家財処分）
603,560

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
22,440

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助費の支出について
736,280

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用進学準備給付金の支出について
100,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,425,955

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（引越・家財処分）
176,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(令和２年４月～５月分)
101,264

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(令和２年４月～５月分)
76,994
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住吉区役所 生活支援課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（特定入所者介護サービス費）の支出について
2,560

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
20,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（引越・家財処分）
308,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（おむつ）
55,787

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
51,703

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
87,970

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
464,710

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
145,759

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事業用コピー代金の支出について（５月分）
39,266

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 令和2年7月分生活保護費の支出について（1回目）
35,000,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（おむつ）
65,331

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（引越・家財処分）
53,900

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 令和2年7月分生活保護費の支出について（1回目）
16,500,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 令和2年7月分生活保護費の支出について（1回目）
800,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
66,650

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 令和2年7月分生活保護費の支出について（1回目）
500,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 令和2年7月分生活保護費の支出について（1回目）
50,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 令和2年7月分生活保護費の支出について（1回目）
4,000,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（おむつ）
258,336

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（特定入所者介護サービス費）の支出について
3,200

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
80,933

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
53,360

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料の支出について
384,700

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
67,400

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
208,100

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助費の支出について(令和２年５月～６月分)
45,655

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
29,250

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
121,100

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
239,130

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
40,007

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員費用弁償の支出について（第１四半期分）
1,731,825

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（引越・家財処分）
66,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助費の支出について（おむつ）
1,070,607

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
231,850

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 児童委員費用弁償の支出について（第１四半期分）
1,678,075

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（引越・家財処分）
121,000

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助費の支出について(令和２年４月分)
31,616

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
360

住吉区役所 生活支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
4,600

東住吉区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス通信料金の支出について　令和２年４月分（矢田出張所）
5,225

東住吉区役所 総務課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用大阪市東住吉区役所における窓口案内員業務従事者派遣業務にかかる経費の支出について（４月分）
199,375

東住吉区役所 総務課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分・前期）
24,120

東住吉区役所 総務課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　東住吉区役所宿日直専門員用寝具等借入（長期継続）にかかる経費の支出について（４月分）
12,100

東住吉区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉区役所法律相談にかかる弁護士報酬の支払について（２－１）
27,500

東住吉区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　プラスチック製仕切りボード買入にかかる経費の支出について
155,100

東住吉区役所 総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用　令和2年度東住吉区役所ほか1ヶ所から排出する産業廃棄物収集運搬処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について　（５月分）
35,640

東住吉区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 (仮称)東住吉区まちづくり構想策定支援業務委託にかかる公募型プロポーザル選定委員会（第１回）開催にかかる選定委員謝礼の支出について
49,500
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東住吉区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　東住吉区役所外１箇所日常清掃及び定期清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について　（５月分）
647,900

東住吉区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　東住吉区役所AED（自動体外式除細動器）セット一式長期借入にかかる経費の支出について　（５月分）
11,116

東住吉区役所 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　東住吉区役所庁舎警備（人的警備）業務委託　長期継続にかかる経費の支出について　（５月分）
246,218

東住吉区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区広聴広報事業用　広報紙（令和2年5月号～令和3年4月号）（東住吉区役所）概算印刷にかかる経費の支出について（5月分6月号）
662,640

東住吉区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金（携帯電話）の支出について（令和2年5月分）
1,638

東住吉区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（2019年3月借入開始分）に係る経費の支出について（令和2年5月分）
55,916

東住吉区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　LGWAN接続系利用パソコン等機器（平成29年7月1日借入開始分）一式長期借入に係る経費の支出について（令和2年5月分）
13,745

東住吉区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成28年3月借入開始分、一部再リース）に係る経費の支出について（令和2年5月分）
12,496

東住吉区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成30年3月借入開始分）に係る経費の支出について（令和2年5月分）
177,421

東住吉区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成29年3月1日借入開始分）に係る経費の支出について（令和2年5月分）
54,876

東住吉区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（令和２年３月借入開始分）に係る経費の支出について（令和2年5月分）
496,465

東住吉区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成30年3月借入開始分）に係る経費の支出について（令和2年5月分）
2,466

東住吉区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成28年3月借入開始分、一部再リース）に係る経費の支出について（令和2年5月分）
1,562

東住吉区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区広聴広報事業用　東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」編集等業務における経費の支出について（5月分6月号）
312,026

東住吉区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用大阪市東住吉区役所における窓口案内員業務従事者派遣業務にかかる経費の支出について（５月分）
199,375

東住吉区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　東住吉区役所宿日直専門員用寝具等借入（長期継続）にかかる経費の支出について（５月分）
12,100

東住吉区役所 総務課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（総務課）5月分
706

東住吉区役所 総務課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（総務課）5月分
1,554

東住吉区役所 総務課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（総務課）5月分
344

東住吉区役所 総務課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（総務課）5月分
1,060

東住吉区役所 総務課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（総務課）5月分
282

東住吉区役所 総務課 令和02年06月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（総務課）5月分
938

東住吉区役所 総務課 令和02年06月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（総務課）5月分
7,644

東住吉区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅に係る不動産賃借料の支出について（令和２年７月分）
98,000

東住吉区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　キャビネット買入にかかる経費の支出について
148,500

東住吉区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分・前期）
495

東住吉区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分・前期）
11,331

東住吉区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　令和2年5月分電話料金の支出について（光回線）
327,527

東住吉区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス通信料金の支出について　令和２年５月分（矢田出張所）
5,225

東住吉区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　令和２年５月分通信料金の支出について（遠隔手話用タブレット）
2,200

東住吉区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報事業におけるWifi使用料の支払いについて（令和2年5月分）
4,177

東住吉区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 広報事業用LINE公式アカウント利用料にかかる経費の支出について（5月分）
5,500

東住吉区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区広聴広報事業用　令和２年度「広報東住吉なでしこ」全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（５月号）
521,043

東住吉区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　コピー料金の支出について(5月分)
108,154

東住吉区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金（市内通話料）の支出について（5月分）
25,854

東住吉区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金（証明書発行システム）の支出について（令和2年5月分）
7,770

東住吉区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「広報東住吉なでしこ」製作業務（概算契約）の経費の支出について（５月分６月号）
54,448

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　６月分支払資金（歳出一般）
100,000

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　６月分支払資金（歳出マル退）
2,000

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分・後期）
1,408

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料等にかかる還付金（現年還付加算金）の支出について（令和２年６月支払分）
26,000

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（滞繰保険料・歳出還付金・一般）の支出について（令和２年６月支払分）
10,693,465

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分料金後納郵便料の支出について（住民情報担当事務費）
34,471

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分料金後納郵便料の支出について（住民情報担当事務費）
70,256

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費の支出について
761,053

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分・前期）
5,165

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
400,000
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東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
730,219

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）　コピー料金の支払について（５月分）
5,226

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）令和２年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
560

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）　コピー料金の支払について（５月分）
144

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）　コピー料金の支払について（５月分）
2,906

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）令和２年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
77,554

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）令和２年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
9,336

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）令和２年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
57,965

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）令和２年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
72,482

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）　コピー料金の支払について（５月分）
5,205

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）令和２年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
26,202

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）令和２年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
34,754

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）令和２年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
12,682

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）令和２年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
163,506

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（滞繰保険料・歳出還付金・一般）の支出について（令和２年６月支払分）
92,180

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）　コピー料金の支払について（５月分）
1,590

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）令和２年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
53,854

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）令和２年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
2,574

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）令和２年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
5,852

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）令和２年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
12,474

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）令和２年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
41,490

東住吉区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）令和２年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
19,108

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（令和2年6月分）
20,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（令和2年6月分）
60,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
151,200

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
90,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
15,150

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年５月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（１回目）
15,400

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
76,521

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
56,074

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（１回目）
1,450

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 令和２年５月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（１回目）
11,330

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 令和２年５月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（１回目）
8,844

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 令和２年５月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（１回目）
13,600

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
25,650

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
79,135

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
32,246

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
502,080

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
4,330

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
38,580

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
30,146

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
23,202

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付経費の支出について（代理受領方式）
24,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
17,800

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
17,800

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
5,500

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
49,930
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東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
4,070

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当支払給付費（令和2年6月期窓口支払分）の支出について
280,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について
2,200

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
16,960

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
58,074

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
154,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について
6,600

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
113,388

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
154,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
15,900

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
47,753

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
374,763

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
7,208

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
25,016

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
18,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年５月分　小口支払基金の繰入れについて
18,654

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 令和２年５月分　小口支払基金の繰入れについて
5,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
75,758

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
6,837

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
34,160

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
24,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
80,362

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当支払給付費（未支払請求分）の支出について
45,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（令和２年５月分）
293,300

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修）の支出について
2,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
46,534

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
74,591

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
17,800

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
39,400

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
24,400

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
100,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
30,940

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
244,500

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
483,952

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付経費の支出について（代理受領方式）
12,680

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
24,400

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（２回目）
1,070

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（２回目）
4,200

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
22,880

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
403,138

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
127,836

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
11,978

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
7,738

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般管理用　パーソナルロッカー買入経費の支出について
95,260

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
43,330

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
777

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付経費の支出について（代理受領方式）
201,545
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東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 こどもサポートネット事業用　デスクアンダーラックの購入経費の支出について
75,460

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について
11,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
87,450

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
90,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
290,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和2年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
5,226

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和2年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,122

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健担当事業用　令和２年度　東住吉区保健福祉センター診察衣等洗濯業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第１回目）
1,925

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 令和2年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
5,320

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 令和2年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
4,176

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 令和2年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
31,918

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 令和2年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
57,324

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 令和2年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
3,856

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 令和2年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
344

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 令和2年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
10,228

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 令和2年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
16,060

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 令和2年5月分（1/3件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人）の支出について
5,450

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 令和2年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
2,268

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 令和2年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
511,368

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 令和2年5月分（3/3件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人）の支出について
396

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 令和2年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
9,660

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 令和2年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
756

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 令和2年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
3,594

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 令和2年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
15,476

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 令和2年5月分保健福祉課（介護保険）後納郵便料の支出について
109,080

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 令和2年5月分（2/3件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人）の支出について
26,724

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 令和2年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
50,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 令和2年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
4,934

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 令和2年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
11,334

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
1,092

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
408

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
257,283

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
14,246

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
6,760

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
9,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
15,700

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
10,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
514

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
756

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
178

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
8,204

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
682

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
84

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
84

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
3,870

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
14,016

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所運営費用賄材料費の支出について（令和２年６月分）
1,464,720
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東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 児童虐待アセスメント及び対応力の強化事業にかかる講師謝礼の支出について（令和２年５月２８日実施分）
14,200

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年６月分・前期　小口支払基金の繰入れについて
2,970

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和２年６月分・前期　小口支払基金の繰入れについて
10,414

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 令和２年６月分・前期　小口支払基金の繰入れについて
5,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和2年度5月分　ソーシャルワーカー用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（令和2年度　住居環境健全化支援事業）
1,029

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付経費の支出について（代理受領方式）
148,880

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
524,100

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 令和２年６月分・前期　小口支払基金の繰入れについて
9,732

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
954

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
154,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域子育て支援事業用　カラーペーパー外７点購入にかかる経費の支出について
99,605

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域子育て支援事業用　マスター外1点買入にかかる経費の支出について
62,392

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
10,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
197,478

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
23,040

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について（代理受領方式）
189,288

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室にかかる報償金の支出について（令和２年６月１５日実施分）
11,160

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

需用費　消耗品費 令和２年５月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
10,407

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 令和２年５月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
24,032

東住吉区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修）の支出について
2,000

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分・前期）
4,950

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分・前期）
7,656

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分・前期）
2,948

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分・前期）
7,045

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーにかかるボランティア保険料の支出について
8,400

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度東住吉区青少年指導員活動交付金の支出について
2,074,000

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 クラインガルテン広場事業用　農耕品（第１四半期）買入にかかる経費の支出について
174,680

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分・後期）
435

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分・後期）
7,725

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分・後期）
756

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年度東住吉区人権啓発推進協議会にかかる返信用ハガキ購入経費の支出について
4,599

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東住吉区民ホール使用料の過年度還付の支出について
49,500

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支払いについて（区民企画課4月）
1,053

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 東住吉区教育活動サポート事業におけるサポーターの保険加入にかかる経費の支出について（6月申請分）
110

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 東住吉区教育活動サポート事業におけるサポーターの保険加入にかかる経費の支出について（6月申請分）
18,500

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 東住吉区教育活動サポート事業におけるサポーターの保険加入にかかる経費の支出について（6月申請分）
110

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料 東住吉区教育活動サポート事業におけるサポーターの保険加入にかかる経費の支出について（6月申請分）
9,250

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
3,500

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
1,200

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
1,000

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
1,560

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
1,560

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
2,640

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
2,800

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
14,400

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
1,300

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
3,600



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
8,400

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
5,700

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
1,500

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
4,000

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
1,500

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東住吉区民ホール使用料の過年度還付の支出について
17,520

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
10,560

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
4,400

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
10,560

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
4,000

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
2,000

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
2,400

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
2,400

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
1,000

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
2,600

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
2,400

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
7,800

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
1,000

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
2,600

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
6,800

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
14,400

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
2,400

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
3,000

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
4,800

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
2,600

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
10,800

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
5,900

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
6,400

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
1,300

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
2,400

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
7,300

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
4,000

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
6,000

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和2年度5月分　地域安全対策用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（防犯・交通安全対策事業）
4,868

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
3,640

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 自転車購入経費の支出について（区民企画課事務事業）
62,480

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 自転車購入にかかる自転車防犯登録経費の支出について（区民企画課事務事業）
1,200

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
7,200

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
6,120

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
700

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
252

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
45,108

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
2,040

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
140

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
668

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
140

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
1,140



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 令和２年５月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
84

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
4,800

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
2,000

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分・前期）
3,036

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分・前期）
1,958

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分・前期）
17,556

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分・前期）
6,977

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
2,200

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
1,000

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
2,000

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支払いについて（区民企画課5月）
1,554

東住吉区役所 区民企画課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区教育活動サポート事業「教育活動サポーター」の活動に係る報償金の支出について（5月分）
62,900

東住吉区役所 保護課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分・前期）
9,280

東住吉区役所 保護課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
124,300

東住吉区役所 保護課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,388,480

東住吉区役所 保護課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における進学準備給付金の支出について
100,000

東住吉区役所 保護課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
548,350

東住吉区役所 保護課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
683,684

東住吉区役所 保護課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における短期入所施設に係る食費の支出について
5,400

東住吉区役所 保護課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
100,000

東住吉区役所 保護課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
121,000

東住吉区役所 保護課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
299,698

東住吉区役所 保護課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
65,450

東住吉区役所 保護課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
14,020

東住吉区役所 保護課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費に要する診断書料の支出について
3,000

東住吉区役所 保護課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,120,960

東住吉区役所 保護課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
494,292

東住吉区役所 保護課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
286,000

東住吉区役所 保護課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
129,711

東住吉区役所 保護課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
43,590

東住吉区役所 保護課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
215,630

東住吉区役所 保護課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
151,568

東住吉区役所 保護課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
410,790

東住吉区役所 保護課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
7,462

東住吉区役所 保護課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費に要する診断書料の支出について
3,000

東住吉区役所 保護課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
53,848

東住吉区役所 保護課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
5,800

東住吉区役所 保護課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助における例外的給付について(令和２年４・５月分)
71,040

東住吉区役所 保護課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
11,090

東住吉区役所 保護課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
4,400

東住吉区役所 保護課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
26,290

東住吉区役所 保護課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
413,641

東住吉区役所 保護課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
26,800

東住吉区役所 保護課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
14,825

東住吉区役所 保護課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
21,313

東住吉区役所 保護課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
54,325

東住吉区役所 保護課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
36,490
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東住吉区役所 保護課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
17,580

東住吉区役所 保護課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
110,850

東住吉区役所 保護課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
6,000

東住吉区役所 保護課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
7,400

東住吉区役所 保護課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費に要する診断書料の支出について
39,600

東住吉区役所 保護課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における難病申請に要する診断書料の支出について
4,400

東住吉区役所 保護課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
4,400

東住吉区役所 保護課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費に要する診断書料の支出について
10,000

東住吉区役所 保護課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
212,920

東住吉区役所 保護課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用現金書留封筒購入経費の支出について（東住吉区役所保護課）
4,200

東住吉区役所 保護課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
162,800

東住吉区役所 保護課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
885,140

東住吉区役所 保護課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
81,271

東住吉区役所 保護課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家具什器費の支出について
531

東住吉区役所 保護課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
261,516

東住吉区役所 保護課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
154,000

東住吉区役所 保護課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
6,090

東住吉区役所 保護課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
478,500

東住吉区役所 保護課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
117,269

東住吉区役所 保護課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
95,700

東住吉区役所 保護課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
71,414

東住吉区役所 保護課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
838,990

東住吉区役所 保護課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
31,161

東住吉区役所 保護課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
16,400

東住吉区役所 保護課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
216,673

東住吉区役所 保護課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における難病申請に要する診断書料の支出について
5,000

東住吉区役所 保護課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
240,800

東住吉区役所 保護課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
754,496

東住吉区役所 保護課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
20,000

東住吉区役所 保護課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
6,640

東住吉区役所 保護課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における他人介護料認定に要する診断書料の支出について
5,500

東住吉区役所 保護課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
2,200

東住吉区役所 保護課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
56,604

東住吉区役所 保護課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
8,800

東住吉区役所 保護課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費に要する診断書料の支出について
2,200

東住吉区役所 保護課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
4,400

東住吉区役所 保護課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
5,970

東住吉区役所 保護課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
4,400

東住吉区役所 保護課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
461,420

東住吉区役所 保護課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
312,880

東住吉区役所 保護課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
308,000

東住吉区役所 保護課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
709,360

東住吉区役所 保護課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
145,506

東住吉区役所 保護課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
176,000

東住吉区役所 保護課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
5,428

東住吉区役所 保護課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料等の支出について
39,400

東住吉区役所 保護課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
466,830
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東住吉区役所 保護課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
164,028

東住吉区役所 保護課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
176,620

東住吉区役所 保護課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 令和２年７月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
46,000,000

東住吉区役所 保護課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 令和２年７月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
25,000,000

東住吉区役所 保護課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 令和２年７月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
1,200,000

東住吉区役所 保護課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
30,800

東住吉区役所 保護課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
3,050

東住吉区役所 保護課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
5,665

東住吉区役所 保護課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
25,090

東住吉区役所 保護課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
55,000

東住吉区役所 保護課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
9,390

東住吉区役所 保護課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
9,000

東住吉区役所 保護課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
10,950

東住吉区役所 保護課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
3,000

東住吉区役所 保護課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
47,820

東住吉区役所 保護課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 令和２年７月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
900,000

東住吉区役所 保護課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
8,800

東住吉区役所 保護課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
269,077

東住吉区役所 保護課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 令和２年７月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
100,000

東住吉区役所 保護課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 令和２年７月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
4,000,000

東住吉区役所 保護課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
30,980

東住吉区役所 保護課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年度東住吉区民生委員児童委員費用弁償（第１四半期）の支出について
1,724,275

東住吉区役所 保護課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 保護課　出張旅費（４月分）の支出について
200

東住吉区役所 保護課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 保護課　出張旅費（４月分）の支出について
1,040

東住吉区役所 保護課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 保護課　出張旅費（４月分）の支出について
1,780

東住吉区役所 保護課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保護課　出張旅費（４月分）の支出について
460

東住吉区役所 保護課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保護課　出張旅費（４月分）の支出について
2,944

東住吉区役所 保護課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保護課　資産・扶養調査等担当職員の配置用　ビジネスバッグ買入にかかる経費の支出について
27,060

東住吉区役所 保護課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保護課　令和２年５月分後納郵便料の支出について
942,144

東住吉区役所 保護課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保護課　令和２年５月分料金受取人払郵便料の支出について
93,595

東住吉区役所 保護課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
37,280

東住吉区役所 保護課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年度東住吉区民生委員児童委員費用弁償（第１四半期）の支出について
1,663,025

東住吉区役所 保護課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
503,718

東住吉区役所 保護課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
69,080

東住吉区役所 保護課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
5,500

東住吉区役所 保護課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
22,419

東住吉区役所 保護課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
4,400

東住吉区役所 保護課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
12,000

東住吉区役所 保護課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
12,180

東住吉区役所 保護課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
18,260

東住吉区役所 保護課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,065,930

東住吉区役所 保護課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保護課　コピー料金の支出について（５月分）
37,196

平野区役所 総務課 令和02年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用蛍光灯他１点の購入及び同経費の支出について
21,780

平野区役所 総務課 令和02年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所乾式複写機使用にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
171,907

平野区役所 総務課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区北部サービスセンター機械警備業務にかかる所要経費の支出について（令和2年4月分）
7,700

平野区役所 総務課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 もと瓜破出張所機械警備にかかる所要経費の支出について（令和2年4月分）
20,548

平野区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分）
19,800
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平野区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市平野区役所庁内情報利用パソコン（平成27年度一括調達分）長期借入（再リース）に係る経費の支出並びに同契約の締結について（令和２年度継続分）
14,850

平野区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（平野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
11,067

平野区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平野区役所事務用庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
685,888

平野区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用パソコン等機器（平野区役所）長期借入契約の実施および同経費の支出について（令和2年5月分）
33,770

平野区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（平野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成29年度契約分）（令和2年5月分）
319,096

平野区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（平野区役所）一式長期借入契約の実施及び同経費の支出について（令和２年５月分）
3,072

平野区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平野区役所タブレット使用にかかる回線使用料の支出について（令和2年5月分）
4,180

平野区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平野区選挙管理委員会事務局用料金後納郵便代(５月分）
2,196

平野区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平野区選挙管理委員会事務局用料金後納郵便代(５月分）
11,270

平野区役所 総務課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　平野区役所（平野区北部サービスセンター含む）から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）５月分
11,829

平野区役所 総務課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度平野区役所（平野区北部サービスセンター含む）産業廃棄物収集運搬・処分業務委託（概算契約）５月分
61,253

平野区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平野区役所下水道使用料（令和2年5月分）の支出について
125,950

平野区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区北部サービスセンター機械警備業務にかかる所要経費の支出について（令和2年5月分）
7,700

平野区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所庁舎外１箇所清掃業務委託（長期継続）実施及び同経費の支出について（令和2年5月分）
730,070

平野区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 もと瓜破出張所機械警備にかかる所要経費の支出について（令和2年5月分）
20,548

平野区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平野区事務用高速インクジェットプリンター長期借入及び同経費の支出について（令和２年５月分）
113,942

平野区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平野区役所にかかる電気料金（令和2年5月分）の支出について
1,193,338

平野区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平野区北部サービスセンターにかかる電気料金（令和2年5月分）の支出について
66,646

平野区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
11,324

平野区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平野区役所宿日直用寝具賃貸借業務にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
27,500

平野区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 平野区役所地下食堂排煙ダンパー修繕の実施及び同経費の支出について
93,500

平野区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北部サービスセンターおよび南部サービスセンターのインターネット使用にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
10,450

平野区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所乾式複写機使用にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
139,001

平野区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平野区役所及び北部サービスセンター・南部サービスセンターの市民局証明書発行システムにかかる経費の支出について（令和2年6月請求分）利用対象月5月
11,501

平野区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平野区役所専用回線使用にかかる経費の支出について（令和2年6月請求分）利用対象月5月
35,278

平野区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所１階及び３階（保健福祉課）窓口案内業務委託の実施にかかる同経費の支出について（令和２年５月分）
739,750

平野区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所１階及び３階（保健福祉課）窓口案内業務委託の実施にかかる同経費の支出について（令和２年４月分）
739,750

平野区役所 住民情報課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市平野区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）の経費の支出について（令和２年４月分）
789,496

平野区役所 住民情報課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）の経費の支出について（令和２年４月分）
4,833,704

平野区役所 住民情報課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 住民情報課事務用後納郵便の支出について（５月分）
18,822

平野区役所 住民情報課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報課事務用後納郵便の支出について（５月分）
100,398

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全安心まちづくり課小口支払基金繰入金の支払について（５月分（１回目））
11,140

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全安心まちづくり課小口支払基金繰入金の支払について（５月分（１回目））
9,600

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全安心まちづくり課小口支払基金繰入金の支払について（５月分（１回目））
2,853

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 安全安心まちづくり課小口支払基金繰入金の支払について（５月分（１回目））
11,450

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 安全安心まちづくり課小口支払基金繰入金の支払について（５月分（１回目））
15,950

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度平野区コミュニティ育成事業委託契約にかかる経費の支出について（第1四半期分）
1,414,883

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度区役所附設会館管理運営業務の実施にかかる経費の支出について（第１四半期分）
17,370,759

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年06月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平野区民センター使用料の還付における過年度支出について（平成３１年度領収分）
2,800

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年06月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平野区民センター使用料の還付における過年度支出について（平成３１年度領収分）
175,880

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全安心まちづくり課小口支払基金繰入金の支払について（５月分（２回目））
19,960

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 安全安心まちづくり課小口支払基金繰入金の支払について（５月分（２回目））
4,000

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 安全安心まちづくり課業務用後納郵便料金の支払いについて（５月分）
94

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 安全安心まちづくり課業務用後納郵便料金の支払いについて（５月分）
1,092

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 安全安心まちづくり課業務用後納郵便料金の支払いについて（５月分）
19,772

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 安全安心まちづくり課業務用後納郵便料金の支払いについて（５月分）
1,264

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 安全安心まちづくり課業務用後納郵便料金の支払いについて（５月分）
2,100
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平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 安全安心まちづくり課業務用後納郵便料金の支払いについて（５月分）
120

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 安全安心まちづくり課業務用後納郵便料金の支払いについて（５月分）
812

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 安全安心まちづくり課業務用後納郵便料金の支払いについて（５月分）
43,024

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 災害に強いまちづくり推進事業用トランシーバー電波利用料の支出について（１０台分）
4,000

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 まちづくり地域ビジョン及び未利用地活用方策等検討業務　選定委員会にかかる報償金の支出について
52,050

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平野区民ホール使用料の還付における過年度支出について
15,900

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平野区民センター使用料の還付における過年度支出について（平成３１年度領収分）
102,940

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平野区民センター使用料の還付における過年度支出について（平成３１年度領収分）
63,440

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度平野区青色防犯パトロール車運行業務委託にかかる口座振替不能による再支出について（長吉出戸地域活動協議会）
386,027

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平野区民ホール使用料の還付における過年度支出について（平成３１年度領収分）
57,060

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和02年06月29日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平野区民ホール使用料の還付における過年度支出について（平成３１年度領収分）
270,140

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 令和２年６月分市立保育所消耗品費（特別保育分）の支出について
30,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 令和２年６月分市立保育所消耗品費の支出について
150,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
264,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（４月分）の支出について
324

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（４月分）の支出について
1,060

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（４月分）の支出について
1,280

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（４月分）の支出について
814

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（４月分）
13,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（４月分）
8,511

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
3,330

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
394,161

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
151,161

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
27,835

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
6,095

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
140,104

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
71,197

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
6,148

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
198,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
72,300

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
11,830

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
46,880

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
60,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度児童手当給付費にかかる支出について
110,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度児童手当給付費にかかる支出について
140,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 令和２年４月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
305,100

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求に係る診断書料について
3,300

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 保健福祉課地域福祉担当事務用シュレッダー修理の実施並びに同所要経費の支出について
55,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,400

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
137,627

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
14,680

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
320,786

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
199,040

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
154,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
95,060

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,130
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平野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
154,540

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
41,980

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 音声付順番案内システム機器一式（平野区役所）長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
173,250

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
8,400

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
3,763

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,970

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,085

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
6,800

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
50,467

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
133,878

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
137,164

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
52,267

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
201,128

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
30,146

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
41,760

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
66,458

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
330

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
5,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
550

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
840

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
2,195

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
52,852

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
58,074

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
56,074

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
56,074

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
70,880

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
215,284

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
109,504

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
840

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
1,680

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
630

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
840

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
840

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
89,546

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
39,940

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
88,446

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
7,738

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
47,753

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
23,510

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
8,586

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
432,300
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平野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
71,200

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
28,161

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
29,700

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
154,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
95,580

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 老人保護措置にかかる管外出張交通費の支出について（５月29日）
1,440

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
9,052

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
58,074

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
176,320

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
26,950

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
374,200

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
51,430

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,590

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
64,848

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
217,753

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
151,200

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
263,718

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用５月分後納郵便料の支出について
55,300

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用５月分後納郵便料の支出について
23,460

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用５月分後納郵便料の支出について
10,164

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用５月分後納郵便料の支出について
21,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用５月分後納郵便料の支出について
21,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用５月分後納郵便料の支出について
181,252

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用５月分後納郵便料の支出について
89,757

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用５月分後納郵便料の支出について
9,996

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用５月分後納郵便料の支出について
43,522

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用５月分後納郵便料の支出について
6,404

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用５月分後納郵便料の支出について
143,600

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用５月分後納郵便料（料金受取人払い）の支出について
57,460

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用５月分後納郵便料の支出について
22,906

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度ひらの青春生活応援事業業務委託契約経費の支出について（第２回中間）
551,701

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
257,400

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 令和２年５月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
230,400

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（5月分）
4,324

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（5月分）
796

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年度　民生委員・児童委員費用弁償（第１四半期）の支出について
1,985,091

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
2,150,075

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
50,467

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
208,545

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,950

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
20,000

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（5月分）
624

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（5月分）
10,908

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（5月分）
682

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（5月分）
868
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平野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（5月分）
262

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（5月分）
84

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（5月分）
11,844

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業にかかる市内等出張交通費の支出について（5月分）
3,396

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（5月分）
3,792

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年度　民生委員・児童委員費用弁償（第１四半期）の支出について
1,908,841

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（5月分）
252

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（5月分）
20,496

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 令和２年６月分市立保育所給食賄材料費の支出について
3,227,280

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（5月分）
252

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
210,995

平野区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
30,146

平野区役所 政策推進課 令和02年06月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平野区こども学力サポート事業指導員等保険料および加入手数料の支出について（令和２年６月９日執行分）
10,400

平野区役所 政策推進課 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 平野区こども学力サポート事業指導員等保険料および加入手数料の支出について（令和２年６月９日執行分）
10,400

平野区役所 政策推進課 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 平野区こども学力サポート事業指導員等保険料および加入手数料の支出について（令和２年６月９日執行分）
140

平野区役所 政策推進課 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料 平野区こども学力サポート事業指導員等保険料および加入手数料の支出について（令和２年６月９日執行分）
2,400

平野区役所 政策推進課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 広聴・広報事業用点字プリンター等一式の借入について（令和２年５月分）
4,565

平野区役所 政策推進課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 令和2年度平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について（６月号）
599,093

平野区役所 政策推進課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について（６月号）
110,000

平野区役所 政策推進課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（５月分）
168

平野区役所 政策推進課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（５月分）
549

平野区役所 政策推進課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平野区こども学力サポート事業指導員報償金の支出について（令和２年５月分）
86,000

平野区役所 政策推進課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度平野区広報紙「広報ひらの」全戸配布業務（概算契約）にかかる経費の支出について（６月号）
705,849

平野区役所 政策推進課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平野区戦略支援予算（区次長枠）こどもの「生きる力」育成支援事業に係る報償金の支出について（令和２年５月分）
118,500

平野区役所 政策推進課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平野区戦略支援予算（区次長枠）こどもの「生きる力」育成支援事業に係る報償金の支出について（令和２年５月分）
235,750

平野区役所 生活支援課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（令和２年４・５月分）
562,196

平野区役所 生活支援課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
3,535

平野区役所 生活支援課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
71,570

平野区役所 生活支援課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課乾式複写機使用にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
105,652

平野区役所 生活支援課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
71,549

平野区役所 生活支援課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における教育扶助費（令和２年４月分）の支払いについて
254,716

平野区役所 生活支援課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
323,400

平野区役所 生活支援課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における生活扶助費の支出について
57,100

平野区役所 生活支援課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（令和２年４・５月分）
255,384

平野区役所 生活支援課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（令和２年２～５月分）
490,493

平野区役所 生活支援課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費の支出について
3,300

平野区役所 生活支援課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる短期入所サービス費用の支出について
24,600

平野区役所 生活支援課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金（通院移送費）令和２年２月・３月・４月分の支出について
341,967

平野区役所 生活支援課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
329,587

平野区役所 生活支援課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護業務用生業扶助金の支出について
20,000

平野区役所 生活支援課 令和02年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用進学準備給付金の支出について（令和２年４月進学分）
300,000

平野区役所 生活支援課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
181,060

平野区役所 生活支援課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
1,609,580

平野区役所 生活支援課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（令和２年３～５月分）
462,171

平野区役所 生活支援課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
45,692

平野区役所 生活支援課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金（通院移送費）令和２年２月・３月・４月分の支出について
47,490

平野区役所 生活支援課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（令和２年５月分）
4,950
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平野区役所 生活支援課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
15,607

平野区役所 生活支援課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
27,340

平野区役所 生活支援課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
880

平野区役所 生活支援課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
6,985

平野区役所 生活支援課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
11,290

平野区役所 生活支援課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる短期入所サービス費用の支出について
13,668

平野区役所 生活支援課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
32,300

平野区役所 生活支援課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
14,132

平野区役所 生活支援課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
411,580

平野区役所 生活支援課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
2,475

平野区役所 生活支援課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
36,260

平野区役所 生活支援課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
2,880

平野区役所 生活支援課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
47,590

平野区役所 生活支援課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
476,940

平野区役所 生活支援課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
241,400

平野区役所 生活支援課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（令和２年３～５月分）
489,276

平野区役所 生活支援課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務における住宅維持費の支払について
34,540

平野区役所 生活支援課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
13,140

平野区役所 生活支援課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
2,880

平野区役所 生活支援課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
249,243

平野区役所 生活支援課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
50,090

平野区役所 生活支援課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
36,580

平野区役所 生活支援課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用進学準備給付金の支出について（令和２年４月進学分）
100,000

平野区役所 生活支援課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
94,434

平野区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
493,000

平野区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（令和２年１月・３～５月分）
398,766

平野区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる介護サービス費の支出について
237,543

平野区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
3,135

平野区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
20,000

平野区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
6,300

平野区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
8,975

平野区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
49,100

平野区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
902,060

平野区役所 生活支援課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
35,629

平野区役所 生活支援課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（令和２年３～５月分）
954,908

平野区役所 生活支援課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかる小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
11,796

平野区役所 生活支援課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかる小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
4,136

平野区役所 生活支援課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 生活保護事務にかかる小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
4,620

平野区役所 生活支援課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
9,100

平野区役所 生活支援課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
55,000

平野区役所 生活支援課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費の支出について
101,972

平野区役所 生活支援課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
1,066,660

平野区役所 生活支援課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家具什器費（冷房器具）の支払について
52,800

平野区役所 生活支援課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における生活扶助費の支出について
5,812

平野区役所 生活支援課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用令和２年６月分医療扶助費の支出について（医療扶助追加分）
100,000

平野区役所 生活支援課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金（通院移送費・文書料）令和２年３～５月分の支出について
206,520

平野区役所 生活支援課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
181,500
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平野区役所 生活支援課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
225,800

平野区役所 生活支援課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
222,440

平野区役所 生活支援課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
168,960

平野区役所 生活支援課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
41,600

平野区役所 生活支援課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
77,490

平野区役所 生活支援課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（令和２年３～６月分）
677,851

平野区役所 生活支援課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務における通院移送費の支払について（令和２年５月分）
86,580

平野区役所 生活支援課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
55,160

平野区役所 生活支援課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務における通院移送費の支払について（令和２年５月分）
176,220

平野区役所 生活支援課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
183,430

平野区役所 生活支援課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
198,000

平野区役所 生活支援課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
223,300

平野区役所 生活支援課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
13,750

平野区役所 生活支援課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
10,180

平野区役所 生活支援課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
7,324

平野区役所 生活支援課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
513,546

平野区役所 生活支援課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかる事務用品（つづりひも外４５点）の購入に係る所要経費の支出について
231,000

平野区役所 生活支援課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
1,725,431

平野区役所 生活支援課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
77,000

平野区役所 生活支援課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
126,500

平野区役所 生活支援課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（令和２年４・５月分）
211,069

平野区役所 生活支援課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
194,040

平野区役所 生活支援課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における生活扶助費（移送費）の支出について
6,936

平野区役所 生活支援課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（令和２年４・５月分）の支払いについて
192,914

平野区役所 生活支援課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金（通院移送費）令和２年３～５月分の支出について
330,665

平野区役所 生活支援課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
46,050

平野区役所 生活支援課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護業務用令和２年６月分出産扶助費の支出について（出産扶助追加分）
34,000

平野区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用令和２年７月分生活保護費の支出について
45,000,000

平野区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（令和２年４・５月分）
214,653

平野区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務用令和２年７月分生活保護費の支出について
20,000,000

平野区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務用令和２年７月分生活保護費の支出について
500,000

平野区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（令和　2年　5月分）の支払いについて
54,831

平野区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる介護サービス費の支出について
104,357

平野区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用令和２年７月分生活保護費の支出について
20,000

平野区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる介護サービス費の支出について
38,647

平野区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
30,198

平野区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
16,985

平野区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
22,880

平野区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用令和２年７月分生活保護費の支出について
500,000

平野区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護業務用令和２年７月分生活保護費の支出について
50,000

平野区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護業務用令和２年７月分生活保護費の支出について
1,000,000

平野区役所 生活支援課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務用令和２年７月分生活保護費の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
132,000

平野区役所 生活支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務における住宅維持費の支払について
31,900

平野区役所 生活支援課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
32,640

平野区役所 生活支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（令和２年４～６月分）
438,933

平野区役所 生活支援課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
395,559
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平野区役所 生活支援課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（令和２年４・５月分）
26,800

平野区役所 生活支援課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（令和２年３～６月分）
587,582

平野区役所 生活支援課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（令和　2年4・5月分）の支払いについて
18,294

平野区役所 生活支援課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる介護サービス費の支出について
25,160

平野区役所 生活支援課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
53,480

平野区役所 生活支援課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
6,450

平野区役所 生活支援課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　長期入院患者にかかる診療報酬の支出について
31,080

平野区役所 生活支援課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務における移送費の支払について（令和　２年　５月分）
18,280

平野区役所 生活支援課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
30,250

平野区役所 生活支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課乾式複写機使用にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
88,116

平野区役所 生活支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
20,000

平野区役所 生活支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
6,270

平野区役所 生活支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる短期入所サービス費用の支出について
13,668

平野区役所 生活支援課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金（通院移送費）令和２年４月・５月・６月分の支出について
370,259

平野区役所 保険年金課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）令和２年６月分支払資金の支出について
300,000

平野区役所 保険年金課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・退職）令和２年６月分支払資金の支出について
10,000

平野区役所 保険年金課 令和02年06月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料還付金（還付加算金）の支出について（６月18日支払分）
11,600

平野区役所 保険年金課 令和02年06月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（６月18日支払分）
6,271,013

平野区役所 保険年金課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課事務用令和２年５月分後納郵便料の支出について
12,460

平野区役所 保険年金課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課事務用令和２年５月分後納郵便料の支出について
49,761

平野区役所 保険年金課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課事務用令和２年５月分後納郵便料の支出について
109,797

平野区役所 保険年金課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課事務用令和２年５月分後納郵便料の支出について
110,100

平野区役所 保険年金課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課事務用令和２年５月分後納郵便料の支出について
86,709

平野区役所 保険年金課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課事務用令和２年５月分後納郵便料の支出について
335,553

平野区役所 保険年金課 令和02年06月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金課事務用令和２年５月分後納郵便料の支出について
51,268

平野区役所 保険年金課 令和02年06月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金課事務用令和２年５月分後納郵便料の支出について
95,463

平野区役所 保険年金課 令和02年06月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課事務用令和２年５月分後納郵便料の支出について
79,937

平野区役所 保険年金課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（令和２年５月受付分・一般）
447,244

平野区役所 保険年金課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（令和２年５月受付分）
850,000

平野区役所 保険年金課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（令和２年５月受付分）
1,038,030

西成区役所 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 需用費　印刷製本費 国勢調査用　西成区役所国勢調査返信用封筒印刷業務に係る経費の支出について
13,310

西成区役所 総務課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 特区構想エリアマネジメント協議会運営事業分　あいりん地域まちづくり会議等出席にかかる報償金の支出について（４月分）
22,260

西成区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　ガス代（空調系）の支出について（５月分）
54,937

西成区役所 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区合同庁舎防災センター中央監視業務にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
195,800

西成区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「あいりん総合センター跡地等利活用にかかる基本構想（活用ビジョン案）策定の支援及び都市計画等検討業務委託」委託事業者選定会議にかかる報償金の支出について
51,760

西成区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎維持管理用　西成区役所デジタル指示調節器交換業務の実施にかかる経費の支出について
275,000

西成区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 新今宮エリアブランド向上事業用　レターパックの購入について（令和２年６月１７日実施分）
4,160

西成区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 令和２年度　西成区広報紙「にしなり我が町」新聞折込広告業務委託（概算契約）の経費の支出について（６月号）
121,433

西成区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　点字版西成区広報紙「にしなり我が町」（令和２年５月号～令和３年４月号）製作業務委託（概算契約）の支出について（６月号）
48,950

西成区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和2年度　西成区広報紙「にしなり我が町」企画編集及び印刷業務委託の経費の支出について（６月号）
414,700

西成区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）（２）一式　長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
124,610

西成区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式　長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
875,412

西成区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
67,353

西成区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式　長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
12,438

西成区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式　長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
77,887

西成区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（西成区役所）一式　長期借入の経費の支出について（令和２年５月分）
8,154

西成区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式　長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
264,696
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西成区役所 総務課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式　長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
2,423

西成区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用（総務）等小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
23,172

西成区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用　障がい者の就業訓練を目的とした西成区役所清掃委託業務（日常清掃）【長期継続】経費の支出について（令和２年５月分）
525,912

西成区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　令和２年度西成区合同庁舎機械警備業務及び機械警備保守点検業務に係る経費の支出について（５月分）
61,864

西成区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 需用費　消耗品費 工業統計用　名刺ホルダー外６点の購入経費の支出について
14,850

西成区役所 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 需用費　消耗品費 一般事務用（総務）等小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
14,300

西成区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報、エリマネ及び国勢調査事務用　後納郵便料金の支出について（５月分）
2,456

西成区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報、エリマネ及び国勢調査事務用　後納郵便料金の支出について（５月分）
596

西成区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報、エリマネ及び国勢調査事務用　後納郵便料金の支出について（５月分）
3,050

西成区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度西成区役所宿日直用寝具賃貸借業務に係る経費の支出について（５月分）
14,190

西成区役所 総務課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 広聴広報、エリマネ及び国勢調査事務用　後納郵便料金の支出について（５月分）
510

西成区役所 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について(令和２年５月分)
36,274

西成区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　新聞未購読世帯への西成区広報紙「にしなり我が町」配付業務委託（概算契約）の経費の支出について（６月号）
102,593

西成区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
336

西成区役所 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
4,704

西成区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課事務用市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
6,642

西成区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区役所　携帯電話通信事業者が提供するデータ通信サービスへの加入及びタブレット型コンピューターレンタル契約にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
3,740

西成区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 西成区役所　携帯電話通信事業者が提供するデータ通信サービスへの加入及びタブレット型コンピューターレンタル契約にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
330

西成区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 国勢調査・工業統計事務用後納郵便料金の支出について(令和２年５月分）
1,428

西成区役所 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 国勢調査・工業統計事務用後納郵便料金の支出について(令和２年５月分）
6,088

西成区役所 総務課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持管理用　電気代の支出（口座自動引落払い）について（５月分）
1,449,803

西成区役所 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 特区構想エリアマネジメント協議会運営事業分　あいりん地域まちづくり会議等出席にかかる報償金の支出について（５月分）
109,060

西成区役所 市民協働課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動事業用西成区地域防災リーダー用ヘルメットほか３点の買入にかかる支出について
286,550

西成区役所 市民協働課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度西成区コミュニティ育成事業業務委託経費の支出について（１回目）
6,160,000

西成区役所 市民協働課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動事業用LEDソーラーランタンの買入にかかる経費の支出について
170,500

西成区役所 市民協働課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課一般事務用ＰＣプリンター用トナーカートリッジの購入経費の支出について
226,050

西成区役所 市民協働課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災活動事業用西成区地域防災リーダーにかかるボランティア保険料の支出について（追加分）
6,600

西成区役所 市民協働課 令和02年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料還付事務用　令和2年6月分還付資金（過年度支出分）の支払いについて
1,000,000

西成区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用及び地域防災活動事業用などにかかる小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
3,000

西成区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用及び地域防災活動事業用などにかかる小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
1,738

西成区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用及び地域防災活動事業用などにかかる小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
4,223

西成区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 防犯対策事業用及び地域防災活動事業用などにかかる小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
9,000

西成区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 防犯対策事業用及び地域防災活動事業用などにかかる小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
600

西成区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防犯対策事業用及び地域防災活動事業用などにかかる小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
3,580

西成区役所 市民協働課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度　西成区における啓発指導員による放置自転車対策業務委託費（5月分）の支出について
243,914

西成区役所 市民協働課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館管理事業用　令和2年度　西成区民センター管理業務委託経費の支出について（第1四半期分）
10,336,348

西成区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習事業用外１事業用　後納郵便料金の支払いについて（令和２年５月分）
4,503

西成区役所 市民協働課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習事業用外１事業用　後納郵便料金の支払いについて（令和２年５月分）
310

西成区役所 市民協働課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域コミュニティ支援事業及び市民協働課一般事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
6,324

西成区役所 市民協働課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域コミュニティ支援事業及び市民協働課一般事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
13,984

西成区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（令和２年５月分）
14,183

西成区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 防犯対策事業用　青色防犯パトロール車両の道路運送車両法第48条第1項に規定する定期点検及び整備費の支出について
13,134

西成区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和2年度防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（5月分）
2,440

西成区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和2年度防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（5月分）
3,606

西成区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和2年度防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（5月分）
1,920

西成区役所 市民協働課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和2年度防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（5月分）
140

西成区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 固定電話（市民局証明書発行システム）料金の支出について（４月利用分）
3,885
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西成区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金令和２年６月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
100,000

西成区役所 窓口サービス課 令和02年06月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金令和２年６月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
1,000

西成区役所 窓口サービス課 令和02年06月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金事務用市内出張交通費　令和２年度４月分の支出について
360

西成区役所 窓口サービス課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（令和２年４月分）
23,497

西成区役所 窓口サービス課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
519,861

西成区役所 窓口サービス課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
4,005,789

西成区役所 窓口サービス課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（令和２年６月１７日支払予定分）
2,368,024

西成区役所 窓口サービス課 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金・管理）徴収事務用小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
654

西成区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（５月分）
40,000

西成区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（管理）後納郵便料金の支出について（５月分）
284,042

西成区役所 窓口サービス課 令和02年06月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（５月分）
198,423

西成区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（令和２年５月分）
28,199

西成区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和２年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便料（５月分）の支出について
141,862

西成区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 令和２年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便料（５月分）の支出について
1,260

西成区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（５月分）
4,112

西成区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（５月分）
4,000

西成区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（５月分）
10,395

西成区役所 窓口サービス課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（５月分）
3,341

西成区役所 窓口サービス課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 固定電話（市民局証明書発行システム）料金の支出について（５月利用分）
3,885

西成区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当用　ボールペン（替え芯）外３０点の購入経費の支出について
166,144

西成区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　令和２年６月支給決定分の支出について
568,855

西成区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　令和２年６月支給決定分の支出について
700,000

西成区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用　出産育児一時金　令和２年６月支給決定分の支出について
840,000

西成区役所 窓口サービス課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（令和２年６月３０日支払予定分）
576,609

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
183,318

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
266,950

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
256,896

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
270,212

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく教材代の支出について（教育扶助費）
241,990

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
68,280

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
58,440

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
120,206

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室講師報償金の支出について（令和２年４月分）
9,160

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所６月分消耗品費（特別保育分）の支出について
10,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所６月分消耗品費（通常保育分）の支出について
180,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 高齢者福祉事業用成年後見人（高齢者）の報酬助成金の支出について
240,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援）事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（４月分）
27,804

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
579,911

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
202,670

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・診察料・検査料の支出について（医療扶助費）
202,350

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
4,419,935

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
4,095,140

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
4,715,210

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
4,877,407

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援）事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（４月分）
29,200

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（４月分）
145,728

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
237,436
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西成区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
207,534

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
214,254

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
228,528

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
200,471

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
184,610

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
203,159

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度西成区単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業業務委託に係る経費の支出について（令和２年４月分）
802,249

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和２年度西成版サービスハブ構築・運営事業業務委託に係る経費の支出について（令和２年４月分）
2,013,959

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「西成区こども生活・まなびサポート事業」にかかる労働者派遣業務委託料の支出について（令和2年4月分）
5,347,104

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張交通費（令和２年４月分）の支出について（会計年度任用職員分）
504

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
502,461

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
578,145

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
27,719

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
6,890

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
195,527

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
21,048

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
58,074

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
129,660

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
42,200

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
37,917

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
32,400

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
189,750

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
219,059

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
157,915

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
153,912

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
200,938

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉事業推進用　児童手当支給給付費（令和２年６月期窓口支払分）の支出について
245,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」業務委託料の支出について（１回目/全４回）
694,983

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」業務委託料の支出について（１回目/全４回）
10,474,310

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（令和２年４月分）の支出について
3,134

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
710,034

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費・妊婦検診料の支出について（生活扶助費）
547,654

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
739,075

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
783,638

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく教材代の支出について（教育扶助費）
2,184

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（令和２年４月分）の支出について
414

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 生活保護法施行事務用等市内出張交通費の支出について（４月分）
19,778

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 生活保護法施行事務用等市内出張交通費の支出について（４月分）
3,324

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 生活保護法施行事務用等市内出張交通費の支出について（４月分）
162

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費の支出について（４月分）
4,440

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費の支出について（４月分）
640

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
425,790

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
721,265

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
692,746

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
704,220
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西成区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
4,600

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 高齢者福祉事業用成年後見人（高齢者）の報酬助成金の支出について
216,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 薬物依存症者等サポート事業グループミーティングにかかる講師報償金の支払いについて（令和２年５月分）
23,160

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
253,186

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
157,029

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
192,137

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
244,650

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
146,757

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法に基づく助産施設法外援護費・衛生材料費・文書料の支出について（出産扶助費）
46,690

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
217,204

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく進学準備給付金の支出について（措置扶助費）
100,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
244,386

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
349,568

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
299,461

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
102,755

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
301,271

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
4,400

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
655,896

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
701,069

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
54,408

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・診察料・検査料・移送費・１８０日超入院診療費の支出について（医療扶助費）
163,140

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者福祉事業用成年後見開始審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,500

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援）事務用市内出張（令和2年4月分）の支出について
414

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　５月分
1,726

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　５月分
4,958

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　５月分
1,830

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　５月分
5,627

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（4月分・大阪府医師会）
813,274

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あいりん地域環境整備事業における事業用地の一時使用に係る使用料の支出について（令和２年度分）
700,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　５月分
6,800

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
34,344

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
9,646

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
81,832

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
9,540

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
552,893

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
58,074

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
6,211

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
52,267

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
13,462

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
487,706

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
554,174

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
37,057

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
501,984

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
58,280

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
198,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
229,429

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
102,288
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西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
21,650

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
91,580

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
35,303

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
41,414

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,226

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
196,997

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
170,091

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
229,771

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
188,032

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
279,316

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
101,194

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
56,363

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　５月分
1,925

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　５月分
10,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
169,298

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
179,103

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
176,667

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
164,513

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
327,521

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 あいりん地域を中心とした結核対策事業用　エックス線デジタル画像診断装置一式（西成区役所）　長期借入の経費の支出について（令和2年5月分）
117,150

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
147,223

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
177,182

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
31,260

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
14,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
283,520

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
192,791

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
196,722

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
200,808

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
177,037

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
242,873

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
149,737

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる医師等報償金の支払について（令和２年５月分）
49,800

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用乾式デジタル複合機賃借料の支出について（令和2年5月分）
3,535

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施関連用乾式電子複写機賃貸料の支出について（５月分）
22,711

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」業務委託料の支出について（２回目/全４回）
342,543

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用　西成区保健福祉センター分館清掃業務委託の経費の支出について（令和２年５月分）
111,100

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」業務委託料の支出について（２回目/全４回）
5,011,524

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用リングファイルほか２５点の購入経費の支出について
226,600

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用小口支払基金の繰入について（５月分）
16,190

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 生活保護法施行事務用小口支払基金の繰入について（５月分）
3,270

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用切手等購入経費の支出について（６月分）
64,750

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
234,048

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
271,064

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
277,319

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
339,478

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
2,091,670

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
4,033,930
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西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持管理用西成区保健福祉センター分館受水槽配管修繕業務所要経費の支出について
287,650

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
15,724

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
420

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
1,480

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（令和2年5月分）
5,588

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所における逓送業務委託（長期継続）業務経費の支出について（令和２年５月分）
203,308

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
10,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
136,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
80,878

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
52,915

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
56,074

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
15,052

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
27,132

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
206,064

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
560,273

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
65,828

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
24,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
24,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
15,970

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
13,300

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
307,846

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
134,557

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
122,095

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
174,029

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
183,570

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく教材代の支出について（教育扶助費）
13,792

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
94

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
178

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
654

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
924

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
168

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
5,544

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
476

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
12,314

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
504

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
4,560

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
84

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
4,016

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（５月分）
9,072

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
13,170

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
30,730

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（５月分）
309,847

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（５月分）
3,662,954

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（５月分）
132,792

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（５月分）
38,272

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・診察料・検査料の支出について（医療扶助費）
225,400
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西成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
6,079,241

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
24,184

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
128,305

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
29,289

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和2年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について
726,400

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者福祉事業用成年後見人の報酬助成にかかる費用の支出について
264,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法に基づく住宅維持費の支出について（住宅扶助費）
4,510

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
144,150

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
5,500

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
179,290

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
126,010

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
258,452

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（令和２年５月分）の支出について
414

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
4,096

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
35,500

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員活動に関する費用弁償（第1四半期分）の支払いについて【総合口座振替分】
2,235,950

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
847

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
81,779

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
920

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
16,518

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
5,390

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
252

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
409

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
2,819

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（令和２年５月分）の支出について
3,528

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
168

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
3,949

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
3,955

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（７月分）
133,000,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
251,597

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
188,777

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
265,907

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
580,221

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
244,033

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費・家財処分料・妊婦検診料の支出について（生活扶助費）
1,610,600

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
195,987

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
182,688

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
20,592

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（７月分）
64,000,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（７月分）
800,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（７月分）
400,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（７月分）
5,000,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 児童委員活動に関する費用弁償（第1四半期分）の支払いについて【総合口座振替分】
2,167,200

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
35,947

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
2,429

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
327,423

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
168
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西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
6,239

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
9,775

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（令和２年５月分）の支出について
230

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
2,294

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
12,618

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　４月分
2,804

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　４月分
1,662

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館一般事務用庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供料の支出について（５月分）
8,250

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（５月分）
134,071

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
158,523

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
122,525

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
230,999

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
211,321

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
195,103

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
165,888

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
182,200

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
165,080

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
148,958

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・１８０日超入院診療費・移送費の支出について（医療扶助費）
197,970

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　４月分
610

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育児童の育成にかかる市立保育所６月分賄材料費の支出について
3,560,400

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 あいりん地域内結核健康診断業務用携帯電話使用料の支出について（令和2年5月分）
1,322

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 分館運営用小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
166

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「西成区こども生活・まなびサポート事業」にかかる労働者派遣業務委託料の支出について（令和2年5月分）
4,754,492

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度こども食堂支援事業補助金の支出について（ネットワーク化補助）
1,500,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援）事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（５月分）
7,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援）事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（５月分）
14,137

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
63,360

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
32,701

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
38,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
58,074

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
7,400

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
24,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
91,052

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
87,400

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
2,600

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
59,600

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
22,550

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
142,523

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
187,447

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
530,266

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
606,997

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
349,004

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
538,290

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援）事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（５月分）
8,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援）事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（５月分）
9,017

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
433,559
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西成区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
485,448

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
590,435

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
84,806

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
69,259

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
4,390

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
118,930

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
118,250

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 高齢者福祉事業用成年後見人（高齢者）の報酬助成金の支出について
216,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
57,929

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
4,240

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
8,162

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
13,170

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
11,060

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
59,950

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
6,050

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
24,000

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
23,268

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
172,108

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
122,111

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
9,130

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
232,631

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,770

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
204,365

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
173,125

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
7,063

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
237,728

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
118,977

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
278,356

西成区役所 保健福祉課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく教材代の支出について（教育扶助費）
137,859

市会事務局 総務担当 令和02年06月01日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（４月分）の支出について
16,842

市会事務局 総務担当 令和02年06月05日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　コピー用紙（Ｂ５サイズ）買入にかかる経費の支出について
9,625

市会事務局 総務担当 令和02年06月05日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会事務局事務用　大阪市会議員証の購入経費の支出について
2,695

市会事務局 総務担当 令和02年06月05日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（５月分）の支出について
42,072

市会事務局 総務担当 令和02年06月08日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
8,170

市会事務局 総務担当 令和02年06月08日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会事務局事務用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,464

市会事務局 総務担当 令和02年06月10日 一般会計 議会費 議会費 事務費 報償費　報償金 市会事務局事務用　政務活動費専門委員にかかる報償金（令和２年５月分）の支出について
100,000

市会事務局 総務担当 令和02年06月10日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　被服費 市会事務局事務用　安全長編上靴（合成ゴム底）（議員用）の購入経費の支出について
6,270

市会事務局 総務担当 令和02年06月10日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（５月分）の支出について
33,618

市会事務局 総務担当 令和02年06月10日 一般会計 議会費 議会費 事務費 負担金、補助及交付金　交付金 市会議員用　政務活動費（令和２年６月分）の支出について
42,579,000

市会事務局 総務担当 令和02年06月12日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　市会議長・副議長名刺（縦型）の作成経費の支出について
4,950

市会事務局 総務担当 令和02年06月12日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　議長用机上標外１点の購入経費の支出について
18,700

市会事務局 総務担当 令和02年06月12日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　食糧費 市会事務局事務用　麦茶の買入にかかる支出について
4,860

市会事務局 総務担当 令和02年06月12日 一般会計 議会費 議会費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度近畿市議会議長会負担金の支出について
307,000

市会事務局 総務担当 令和02年06月12日 一般会計 議会費 議会費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度近畿市議会議長会特別負担金の支出について
100,000

市会事務局 総務担当 令和02年06月15日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　市会議長・副議長名刺（横型）の作成経費の支出について
4,170

市会事務局 総務担当 令和02年06月15日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（５月分）の支出について
25,164

市会事務局 総務担当 令和02年06月17日 一般会計 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 市会議員用　議員報酬の支出について（令和２年６月分）（口座振込分等）
48,275,841
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市会事務局 総務担当 令和02年06月17日 一般会計 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 市会議員用　議員報酬の支出について（令和２年６月分）（住民税）
6,173,900

市会事務局 総務担当 令和02年06月17日 一般会計 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 市会議員用　議員報酬の支出について（令和２年６月分）（資金前渡受領者口座振込分）
10,070,000

市会事務局 総務担当 令和02年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 市会事務局事務用　会議・研修出席等用出張旅費（５月分）の支出について
320

市会事務局 総務担当 令和02年06月19日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　令和２年度乾式電子複写機使用料の支出について（５月分）（市会事務局）
57,051

市会事務局 総務担当 令和02年06月19日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　令和２年度乾式電子複写機使用料の支出について（５月分）（市会図書室）
728

市会事務局 総務担当 令和02年06月19日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　手数料 市会事務局事務用　正副議長室用等　椅子レース・テーブルセンタークリーニング経費の支出について
50,380

市会事務局 総務担当 令和02年06月19日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　庁内情報利用パソコン等機器（市会事務局）一式長期借入経費の支出について（５月分）
138,692

市会事務局 総務担当 令和02年06月19日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（市会事務局）一式借入契約経費の支出について（５月分）
5,474

市会事務局 総務担当 令和02年06月19日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　ファクシミリ装置一式（再リース）借入契約経費の支出について（５月分）
19,228

市会事務局 総務担当 令和02年06月19日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　庁内情報利用パソコン等機器（1台分）一式長期借入経費の支出について（５月分）
2,937

市会事務局 総務担当 令和02年06月19日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　議員等在席表示システム業務サーバ及び端末機器一式　長期借入にかかる支出について（５月分）
106,150

市会事務局 総務担当 令和02年06月19日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　庁内情報利用パソコン用カラープリンタ機器（再リース）借入契約経費の支出について（５月分）
473

市会事務局 総務担当 令和02年06月22日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（５月分）の支出について
30,800

市会事務局 総務担当 令和02年06月23日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局事務用　大阪市会事務局所管自家用普通乗用車　長期借入の支出について（５月分）
126,720

市会事務局 総務担当 令和02年06月25日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（５月分）の支出について
16,908

市会事務局 総務担当 令和02年06月25日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　正副議長室パソコン用インターネット通信料の支出について（５月分）
4,930

市会事務局 総務担当 令和02年06月25日 一般会計 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 市会事務局事務用　大阪市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託　長期継続（概算契約）の支出について（５月分）
660,984

市会事務局 総務担当 令和02年06月26日 一般会計 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 市会議員用　横浜市新議事堂視察及び全国市議会議長会第220回理事会出席に伴う出張旅費の支出について
52,050

市会事務局 総務担当 令和02年06月26日 一般会計 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 市会事務局事務用　横浜市新議事堂視察及び全国市議会議長会第220回理事会出席に伴う出張旅費の支出について（随行）
47,550

市会事務局 総務担当 令和02年06月26日 一般会計 議会費 議会費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 市会事務局事務用　横浜市　新市会議事堂視察及び意見交換・懇談会会費の支出について
6,000

市会事務局 総務担当 令和02年06月30日 一般会計 議会費 議会費 議員費 職員手当等　期末勤勉手当 市会議員用　令和２年度　議員期末手当（夏季）の支出について
166,166,400

市会事務局 総務担当 令和02年06月30日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（５月分）の支出について
16,842

市会事務局 議事担当 令和02年06月29日 一般会計 議会費 議会費 事務費 備品購入費　庁用器具費 市会事務局事務用　ワイヤレス分配器（HDMI）の購入経費の支出について
54,450

市会事務局 政策調査担当 令和02年06月02日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会広報用　令和２年度「大阪市会だより」概算印刷経費の支出について（１回目／全５回）
1,070,533

市会事務局 政策調査担当 令和02年06月02日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　広告料 市会広報用　令和２年度「大阪市会だより」新聞折込広告業務委託経費の支出について（１回目／全５回）
1,856,357

市会事務局 政策調査担当 令和02年06月12日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 議員他用　議員要覧（令和元年版）追録印刷経費の支出について
15,092

行政委員会事務局 総務課 令和02年06月08日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　浸透印購入経費の支出について
2,508

行政委員会事務局 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　LGWAN接続系利用パソコン等賃貸借料（長期継続）の支出について（令和２年５月分）
24,695

行政委員会事務局 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料（令和元年度長期継続契約）の支出について（令和２年５月分）
70,664

行政委員会事務局 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料（平成２９年度長期継続契約）の支出について（令和２年５月分）
16,723

行政委員会事務局 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料（平成３０年度　長期継続）の支出について（令和２年５月分）
186,409

行政委員会事務局 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（５月分）の支出について
17,885

行政委員会事務局 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　タイルカーペット購入経費の支出について
92,400

行政委員会事務局 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（５月分）の支出について
5,544

行政委員会事務局 総務課 令和02年06月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 備品購入費　庁用器具費 一般事務用　両袖デスク及びマネージメントチェアー購入経費の支出について
331,100

行政委員会事務局 総務課 令和02年06月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　乾式電子複写機（行政委員会事務局）長期借入（単価契約）（令和２年５月分）にかかる経費の支出について
104,921

行政委員会事務局 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　複合型プリンターほか１点購入経費の支出について
33,660

行政委員会事務局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（５月分）の支出について
2,448

行政委員会事務局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（５月分）の支出について
308

行政委員会事務局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（５月分）の支出について
664

行政委員会事務局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（５月分）の支出について
1,672

行政委員会事務局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（５月分）の支出について
336

行政委員会事務局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（５月分）の支出について
14,394

行政委員会事務局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（５月分）の支出について
168

行政委員会事務局 監査課 令和02年06月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 監査事務用　「判例住民訴訟１２６７号ー１２９６号」購入経費の支出について
119,790

行政委員会事務局 任用調査課 令和02年06月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 給与調査事務用、市内等出張交通費（令和２年４月分）の支出について
684

行政委員会事務局 任用調査課 令和02年06月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 任用システム用機器一式　長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分）
128,370
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行政委員会事務局 選挙課 令和02年06月01日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 令和２年度選挙事務用投開票集計システムサーバ通信料の支出について（令和２年４月使用分）
10,780

行政委員会事務局 選挙課 令和02年06月01日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 事務事業用光回線経費の支出について（４月利用分）
5,467

行政委員会事務局 選挙課 令和02年06月01日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用電話料金の支出について（４月利用分）
40,000

行政委員会事務局 選挙課 令和02年06月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 令和２年度　選挙常時啓発用新有権者へのお知らせあて名帳票の買入経費の支出について
37,752

行政委員会事務局 選挙課 令和02年06月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 令和２年度　選挙事務用選挙関係実例判例集及び現行選挙法規の買入に係る経費の支出について
51,909

行政委員会事務局 選挙課 令和02年06月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 令和２年度　選挙事務用電話料金の支出について（５月利用分）
40,000

行政委員会事務局 選挙課 令和02年06月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 選挙事務用　市内出張交通費（４月分及び５月分）の支出について
7,539

行政委員会事務局 選挙課 令和02年06月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 事務事業用光回線経費の支出について（５月利用分）
5,467

行政委員会事務局 選挙課 令和02年06月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 令和２年度選挙事務用投開票集計システムサーバ通信料の支出について（令和２年５月使用分）
10,780

教育委員会事務局 総務課 令和02年06月02日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 調度事務用市内出張交通費（令和２年度４月分）の支出について
720

教育委員会事務局 総務課 令和02年06月05日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる通信運搬費の支出について（４月分）
150,150

教育委員会事務局 総務課 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　複写機使用にかかるコピー代金等の支出について（４月分）
272,654

教育委員会事務局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 教育委員会事務局における会議等の音声データ反訳による会議録等作成業務委託（単価契約）（5月分）に関する支出について
34,608

教育委員会事務局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 一般管理用　令和２年度　庁内情報利用パソコン等機器（平成27年度一括調達分）保守業務委託　長期継続（４月分）
48,125

教育委員会事務局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
336

教育委員会事務局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
12,999

教育委員会事務局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
200

教育委員会事務局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
3,256

教育委員会事務局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
410

教育委員会事務局 総務課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 一般管理用　令和２年度　庁内情報利用パソコン等機器（平成27年度一括調達分）保守業務委託　長期継続（５月分）
48,125

教育委員会事務局 総務課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　令和２年度　庁内情報利用パソコン等機器（平成27年度一括調達分）長期借入（再リース）にかかる所要経費の支出について（５月分）
8,195

教育委員会事務局 総務課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　令和２年度　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入及び同経費の支出について（５月分）
31,639

教育委員会事務局 総務課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　令和２年度　ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（５月分）
43,450

教育委員会事務局 総務課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　令和２年度　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式長期借入及び同経費の支出について（５月分）
40,920

教育委員会事務局 総務課 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　令和２年度庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入の実施及び同所要経費の支出について（５月分）
1,925,001

教育委員会事務局 総務課 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　令和２年度庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入の実施及び同所要経費の支出について（５月分）
1,105,025

教育委員会事務局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　郵便料金等の経費支出について（５月分）
163,185

教育委員会事務局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　再生ドラム/トナーカートリッジ買入および同所要経費の支出について
29,920

教育委員会事務局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　複写機使用にかかるコピー代金等の支出について（５月分）
144,492

教育委員会事務局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる通信運搬費の支出について（５月分）
150,150

教育委員会事務局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　令和２年度ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について
40,986

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎建設事務用「建築関係　用語・手続事典　51-52号」にかかる購入経費の支出について
8,062

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 白鷺中学校仮設校舎一式借入にかかる経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（令和２年４月分）
4,493,627

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 中野小学校仮設校舎一式借入の実施並びに同所要経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（令和２年４月分）
3,748,493

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 淀中学校仮設校舎一式借入にかかる経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（令和２年４月分)
2,685,039

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 小松小学校仮設校舎一式借入にかかる経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（令和２年４月分）
2,673,000

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 校舎建設用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（４月分）
22,079

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 開平小学校仮設運動場の整備に伴う仮設公園管理事務所等一式借入の実施並びに同所要経費の支出について（児童・生徒の増加に伴う教育環境改善）（４月分）
616,568

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 施設整備業務管理システム運用・保守等業務委託(長期継続契約)にかかる実施経費の支出について（５月分）
23,748

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　南中学校借地料（５月分）の支出について
1,155,672

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 施設整備業務管理システム運用・保守等業務委託(長期継続契約)にかかる実施経費の支出について（５月分）
380,093

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 施設整備業務管理システム運用・保守等業務委託(長期継続契約)にかかる実施経費の支出について（５月分）
380,093

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 施設整備業務管理システム用サーバ及び端末機等長期借入にかかる実施経費の支出について（５月分）
183,868

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 白鷺中学校屋外キュービクル借入にかかる経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（令和２年４月分）
639,222

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 施設整備業務管理システム用サーバ及び端末機等長期借入にかかる実施経費の支出について（５月分）
76,612

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 玉出中学校仮設校舎一式借入にかかる経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（令和２年４月分）
3,137,466

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度全国公立学校建築技術協議会にかかる会費の支出について
15,000
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教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　其他委員等旅費 校舎建設用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（４・５月分）会計年度職員分
7,018

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　其他委員等旅費 校舎補修等事業用近接地管外及び市内出張旅費の支出について（４月分）会計年度職員分
460

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　其他委員等旅費 用地管理用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（４・５月分）会計年度職員分
33,420

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 令和２年度　電子教材活用機器の運搬業務委託の実施経費の支出について
641,850

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 加美東小学校プール改築に伴う下水道引き込み工事にかかる事務管理費の支出について
97,405

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　十三小学校借地料（５月分）の支出について
794,594

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　四貫島小学校借地料（５月分）の支出について
4,041,255

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 用地管理用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（５月分）
20,598

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用「電気事業法解釈例規集1884－1902号」の購入経費の支出について
71,687

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 内部設備整備用　壁掛け式扇風機の購入並びに同経費の支出について（その２）
23,760

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
4,950

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
5,257

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
12,901

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
21,025

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
972,445

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（１ブロック）（その２）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
1,037,850

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
1,176,450

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
1,244,419

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（５ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
1,019,711

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
924,110

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（１ブロック）（その２）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
448,800

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（５ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
402,517

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
493,350

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
463,705

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
450,109

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
551,928

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（１ブロック）（その２）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
56,100

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（５ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
53,669

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
75,900

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
174,350

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
26,283

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
52,954

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
13,380

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
47,850

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと市岡商業高等学校の機械警備業務委託経費の支出について（５月分）
15,950

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと立葉小学校の機械警備業務委託経費の支出について（５月分）
8,690

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと梅田東小学校の機械警備業務委託経費の支出について（５月分）
8,250

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと北天満小学校の機械警備業務委託経費の支出について（５月分）
32,945

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと大和川小学校の機械警備業務委託経費の支出について（５月分）
15,400

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと難波特別支援学校の機械警備業務委託経費の支出について（５月分）
8,690

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと西淡路小学校の機械警備業務委託経費の支出について（５月分）
36,850

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと此花総合高等学校の機械警備業務委託経費の支出について（５月分）
26,400

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市立学校機械警備業務委託（１ブロック）警備機器にかかるセンサー設置変更業務委託（その１）の実施経費の支出について
566,500

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 校舎補修等事業用近接地管外及び市内出張旅費の支出について（５月分）
92,572

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 校舎建設用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（５月分）
35,518

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　手数料 （仮称）生野中学校区小中一貫校その他工事にかかる構造計算適合性判定手数料の支出について
221,900

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 開平小学校仮設運動場の整備に伴う仮設公園管理事務所等一式借入の実施並びに同所要経費の支出について（児童・生徒の増加に伴う教育環境改善）
616,568
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教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（4ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（４月分）
789,415

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（4ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（４月分）
331,045

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（4ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（４月分）
193,136

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 扇町総合高等学校仮設校舎一式借入にかかる経費の支出について（５月分）
4,939,309

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと長吉六反小学校の機械警備業務委託経費の支出について（5月分）
32,505

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと津守小学校の機械警備業務委託経費の支出について（5月分）
27,610

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 学校管理事務用、もと佃南小学校電気料金の支出について（６月分）
98,837

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（4ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
789,415

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　大成小学校外１件にかかる借地料（４月～３月分）の支出について
358,800

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（4ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
331,045

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（4ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
193,136

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 中野小学校仮設校舎一式借入にかかる経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（令和２年５月分）
3,748,493

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 長吉中学校仮設校舎一式借入にかかる経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（令和２年５月分）
12,306,766

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 淀川中学校仮設校舎一式借入にかかる経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（令和２年５月分）
5,296,782

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 淀中学校仮設校舎一式借入にかかる経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（令和２年５月分）
2,685,039

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 滝川小学校仮設校舎一式借入にかかる経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（令和２年５月分）
3,042,454

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 加美中学校仮設校舎一式借入にかかる経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（令和２年５月分）
4,575,307

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 白鷺中学校屋外キュービクル借入にかかる経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（令和２年５月分）
639,222

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 白鷺中学校仮設校舎一式借入にかかる経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（令和２年５月分）
4,493,627

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 住吉第一中学校仮設校舎一式借入のにかかる経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（令和２年５月分）
4,079,447

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 玉出中学校仮設校舎一式借入にかかる経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（令和２年５月分）
3,137,466

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 小松小学校仮設校舎一式借入にかかる経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（令和２年５月分）
2,673,000

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（４月分）
920,150

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（４月分）
473,220

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
920,150

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
473,220

教育委員会事務局 施設整備課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校管理用　巽中学校借地料（６月分）の支出について
7,881,376

教育委員会事務局 学事課 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 償還金、利子及割引料　償還金 令和元年度高等学校等奨学事業費補助金の返還にかかる経費の支出について
17,103,245

教育委員会事務局 学事課 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 令和２年度学校選択制にかかるアンケート調査返信用封筒の印刷及び同所要経費の支出について
204,072

教育委員会事務局 学事課 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学事課市内等出張交通費（４月分）の支出について
6,470

教育委員会事務局 学事課 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　消耗品（ドラム、トナーの所要経費の支出について
37,180

教育委員会事務局 学事課 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 高等学校等奨学金事業用受取人払郵便料金の支出について（令和2年5月分）
8,140

教育委員会事務局 教育政策課 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 令和２年度　スクールソーシャルワーカー活用事業用携帯電話にかかる経費の支出について（４月使用分）
2,680

教育委員会事務局 教育政策課 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 令和２年度　スクールソーシャルワーカー活用事業用携帯電話にかかる経費の支出について（４月使用分）
1,392

教育委員会事務局 教育政策課 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教育政策課一般事務用　再生ドラム/トナーカートリッジの購入及び所要経費の支出について
29,920

教育委員会事務局 教育政策課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 企画グループ業務用　市内出張交通費（４月･５月分）の支出について
22,116

教育委員会事務局 教育政策課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 令和２年度　スクールソーシャルワーカー活用事業用携帯電話にかかる経費の支出について（５月使用分）
2,680

教育委員会事務局 教育政策課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 令和２年度　スクールソーシャルワーカー活用事業用携帯電話にかかる経費の支出について（５月使用分）
1,392

教育委員会事務局 文化財保護課 令和02年06月02日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 文化財保護課市内等出張交通費（令和2年4月分）の支出について
11,470

教育委員会事務局 文化財保護課 令和02年06月11日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 東淀川区埋蔵文化財発掘調査・収蔵施設における水道代（令和2年5月分）の支出について
5,038

教育委員会事務局 文化財保護課 令和02年06月16日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 埋蔵文化財発掘調査・収蔵施設および淡路土地区画整理事務所の機械警備業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
5,720

教育委員会事務局 文化財保護課 令和02年06月16日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 使用料及賃借料　使用料 文化財保護課事務用ファクシミリ装置一式長期借入契約変更及び同経費の支出について（令和2年5月分）
5,181

教育委員会事務局 文化財保護課 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 使用料及賃借料　不動産賃借料 事業用不動産の使用及び使用料の支出について（谷八排気口）
188,856

教育委員会事務局 文化財保護課 令和02年06月23日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 埋蔵文化財調査・収蔵施設における電気料金（令和2年5月分）の支出について
90,040

教育委員会事務局 文化財保護課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 委託料　委託料 令和２年度天王寺区大道二丁目における建設工事に伴う四天王寺旧境内遺跡発掘調査報告書作成業務委託（概算契約）の経費の支払について
9,408,300

教育委員会事務局 文化財保護課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 文化財保護課市内出張交通費（令和2年5月分）の支出について
7,060

教育委員会事務局 文化財保護課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 埋蔵文化財発掘調査・収蔵施設、淡路土地区画整理事務所清掃業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
37,888
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教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 令和２年度　校園文書等逓送業務委託経費（４月分）の支払いについて
3,341,800

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年06月03日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（苗代主任室等職員）の支払いについて（４月分）
7,520

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年06月08日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理主事）出張交通費（４月分）の支出について
4,380

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年06月09日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事業班運営用　コピー機用トナーカートリッジ外６点の購入にかかる経費の支出について
69,993

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理主事除く）出張交通費（４月分）の支出について
33,391

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
14,663

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事業班運営用　地下足袋外２点の購入にかかる経費の支出について
57,354

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 非常勤職員（セクハラ相談員）の報酬について（令和２年５月分）
18,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　教職員人事担当資質向上推進室　コピー代の支出について（令和２年５月分）
13,419

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　教職員人事担当資料室コピー代の支出について（令和２年５月分）
556

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　追録（公立学校管理運営執務提要「１１２３-１１２７」）買入について
11,490

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　教職員人事担当管理主事室　コピー代の支出について（令和２年５月分）
2,088

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 給油カード（軽油）の使用にかかる経費の支出について（５月分）
7,262

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 給油カード（揮発油）の使用にかかる経費の支出について（５月分）
55,702

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 令和２年度　校園文書等逓送業務委託経費（５月分）の支払いについて
3,341,800

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員勤務情報システム用　ICカード発行機器一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
66,044

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　損害保険料 令和２年度初任者研修担当講師に係る傷害保険（年間掛金）経費の支出について
30,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理主事）出張交通費（５月分）の支出について
680

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員人事担当用　教員採用にかかる消毒液の買入にかかる経費の支出について
84,480

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年06月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　再生ドラム・トナーカートリッジの購入及び同所要経費の支出について
41,140

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年06月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 令和２年度　校園営繕園芸事務所にかかる回線通信料（６月分）の支払について
5,940

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年06月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 令和２年度　学校業務サービスセンターにかかる回線通信料（６月分）の支払について
8,910

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理主事除く）出張交通費（５月分）の支出について
24,716

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（苗代主任室等職員）の支払いについて（５月分）
5,400

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム教職員健康管理機能追加業務用機器長期借入経費の支出について（５月分）
66,770

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 関西産業健康管理研究協議会への会費の支出について
10,000

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 教職員給与・厚生担当に係る出張旅費の支出について（令和２年４月分）
7,320

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 タクシー代の立替払について
16,280

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員給与・厚生担当庁内情報利用パソコン用メモリ長期借入の実施並びに同所要経費の支出について
14,300

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員給与・厚生事業用事務用品（ＰＤＦソフトウエア）の経費の支出について
9,680

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校務支援システム教職員健康管理機能運用保守業務委託経費の支出について（５月分）
473,000

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 令和２年度　学校園の労働安全衛生管理事業　心の健康づくり「セルフケアカード」の印刷並びに所要経費の支出について
22,385

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 令和２年度こころの健康づくりサポート業務委託の経費の支出について（５月分）
447,700

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報酬　其他委員等報酬 令和２年度労働安全衛生用デザイン教育研究所産業医報酬の支出について(第１四半期分）
60,000

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 教職員健康審査会に係る出張旅費の支出について（令和２年６月分）
360

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 生涯学習部一般事務用コピー代の支出について（４月分）
5,622

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 阿倍野市民学習センター休館管理にかかる電話回線使用料の支出について(４月分)
12,289

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月05日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 阿倍野市民学習センター休館管理にかかる電話回線(NTT)使用料の支出について(４月分)
5,394

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月05日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 令和2年度識字・日本語指導者養成等業務委託にかかる経費の支出について
4,489,100

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月05日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 令和２年度新今宮文庫運営事業業務委託にかかる経費の支出について
2,220,952

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月12日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（NTT4月分）
11,440

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（NTT4月分）
56,694

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月15日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 令和２年度PTAテーマ別研修事業業務委託の実施並びに同所要経費の支出について
496,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月16日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　普通旅費 生涯学習担当職員出張旅費の支出について（４月分）
15,584

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 生涯学習担当職員出張旅費の支出について（４月分）教育施設整備費
7,890

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度　キッズプラザ大阪に係る不動産賃借料の支出について（６月分）
29,450,820

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
1,806
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教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
1,260

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
2,178

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 令和2年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入（再リース）経費の支出について5月分)
34,408

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月19日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 令和2年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入（再リース）経費の支出について5月分)
86,020

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 「阿倍野市民学習センター機械警備業務委託」の実施にかかる経費の支出について
12,450

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習担当一般事務用郵便５月分後納料金の支出について
9,558

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 令和2年度　障がい者交流学習事業業務委託の実施並びに同所要経費の支出について
1,605,450

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 「阿倍野市民学習センター機械警備業務委託」の実施にかかる経費の支出について
66,750

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　使用料 令和2年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入（再リース）経費の支出について5月分)
891,572

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度大阪市立総合生涯学習センター施設管理費等の支出について(6月分)
4,441,555

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度 大阪国際平和センター運営費補助金（施設長期修繕費）の支出について（第１四半期分）
1,644,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 生涯学習部一般事務用コピー代の支出について（５月分）
3,056

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度大阪市立難波市民学習センター不動産賃借料の支出について(6月分)
6,945,900

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 阿倍野市民学習センター休館管理に伴う水道使用料の支出について（５月後半分）
676

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 阿倍野市民学習センター休館管理に伴う電気使用料の支出について（５月分）
5,182

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　光熱水費 阿倍野市民学習センター休館管理に伴う水道使用料の支出について（５月後半分）
3,622

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　光熱水費 阿倍野市民学習センター休館管理に伴う電気使用料の支出について（５月分）
27,781

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 阿倍野市民学習センター休館管理にかかる電話回線使用料の支出について(５月分)
14,603

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用広域LAN回線使用料の支出について(５月分)
23,650

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 令和2年度　視覚障がい者成人学校事業業務委託の実施並びに同所要経費の支出について
561,550

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度大阪市立阿倍野市民学習センター施設管理費等の支出について(7月分)
2,645,713

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 にぎわいネットに係る電話料金の支出について(5月請求分)
6,435

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 人権国際教育グループ（小路小学校）にかかる電話料金の支出について(５月請求分)
2,987

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 生活指導サポートセンター用電話代の支出について（ＮＴＴ西日本４月分）
7,366

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジの買入に係る経費の支出について（特別支援教育の充実　インクルーシブ教育推進室運営用）
90,640

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(４月　第４教育ブロックグループ分)
19,670

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料 令和２年度 キャリア教育推進事業における賠償責任保険の加入並びに同所要経費の支出について（５月受付分）
533,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 高等学校スクールソーシャルワーカー（高等学校中途退学防止）にかかる報償金の支出について（4月　高等学校生徒支援事業）
89,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【5月20日開催】中学校特別支援学級担任新任教員研修等講師派遣にかかる謝礼金（インクルーシブ推進室）の支出について（インクルーシブ推進室　特別支援教育推進事業）
12,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式長期借入に係る経費の支出について（特別支援教育の充実）5月分
10,890

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン等機器一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（５月分）
86,350

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン機器一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
7,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　分担金 キャリア教育支援センターの維持管理における電気料金（４月分）・水道料金（５月分）にかかる分担金の支出について
11,049

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費４月分の口座不能にかかる再支出について
621

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(４月　高等学校教育担当分)
7,470

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(４月　インクルーシブ教育推進担当分)
15,580

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジの買入に係る経費の支出について（特別支援教育の充実　インクルーシブ教育推進室運営用）
90,640

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン機器一式借入(長期継続契約）にかかる経費の支出について（５月分　68台）
87,780

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 【５月２６日実施】令和２年度小学校学力経年調査事業にかかる第２回委託事業者選定会議の実施及び同所要経費の支出について
46,510

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(５月　高等学校教育担当分)
12,448

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 キャリア教育支援センター運営にかかる電話料金の支出について（５月分）
6,495

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 大阪市インクルーシブ教育推進室昇降機設備保守点検及び遠隔監視業務委託にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実）
11,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「水都国際中学校・高等学校産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託」の経費の支出について
31,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(５月　第４教育ブロックグループ分)
24,030

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(５月分）
8,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(５月分）
807

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(５月分）
1,664
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 インクルーシブ教育推進室機械警備業務委託契約（長期継続）にかかる所要経費の支出について（5月分）
12,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 大阪市特別支援教育センター（インクルーシブ教育推進室）５月請求分電気料金の支払いについて
115,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(５月　業務調整グループ分)
3,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(５月　英語イノベーション担当分)
7,770

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(４月　インクルこども相談センター分)
3,490

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(５月　第３教育ブロックグループ分)
26,480

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 大阪市特別支援教育センター（インクルーシブ教育推進室）５月請求分電気料金の支払いについて
337,761

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(５月　インクルこども相談センター分)
680

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 黒ボールペン外８点の買入経費の支出について(指導振興事務費)
79,754

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 インクルーシブ教育推進室運営にかかるガス料金の支出について（５月分）
1,419

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 令和２年度日本語指導員・通訳者等に係るスポーツ安全保険料及び加入手数料の支出について（５月申請分　外国からの児童生徒の受入れ・共生のための教育推進事業等）
5

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 令和２年度日本語指導員・通訳者等に係るスポーツ安全保険料及び加入手数料の支出について（５月申請分　外国からの児童生徒の受入れ・共生のための教育推進事業等）
355

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 令和２年度日本語指導員・通訳者等に係るスポーツ安全保険料及び加入手数料の支出について（５月申請分　外国からの児童生徒の受入れ・共生のための教育推進事業等）
1,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 令和２年度日本語指導員・通訳者等に係るスポーツ安全保険料及び加入手数料の支出について（５月申請分　外国からの児童生徒の受入れ・共生のための教育推進事業等）
117,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立デザイン教育研究所コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
1,175,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 咲くやこの花高等学校工業科目実習用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
633,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高等学校実習用パソコン機器一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
1,849,980

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ機器一式の長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
1,360,590

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立桜宮高等学校スポーツ情報処理教育用コンピュータ機器一式並びに生徒支援情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
667,260

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校学校管理システム機器一式長期借入（再リース）契約の締結並びに同経費の支出について（５月分）
71,830

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立西高等学校情報教育実習用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
1,269,510

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ機器一式　借入にかかる経費の支出について（再リース）（５月分）
121,495

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立咲くやこの花高等学校学校管理システム用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
1,098,130

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 扇町総合高等学校情報教育用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
910,470

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 工芸高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（再リース）（５月分）
108,328

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 住吉商業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
601,590

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立扇町総合高等学校教育支援システム用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
847,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立中央高等学校プログラミング実習用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
710,050

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入（再リース）契約の締結並びに同経費の支出について（５月分）
180,950

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立桜宮高等学校スポーツ情報処理教育用コンピュータ機器一式並びに生徒支援情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
4,290

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校情報教育用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
575,190

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 淀商業高等学校ボランティア科実習システム一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
61,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 市立高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
226,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立東淀工業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式の長期借入契約にかかる経費の支出について〔1台分〕（５月分）
7,512

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(５月　人権国際教育担当分)
26,700

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(５月　第２教育ブロックグループ分)
19,980

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(５月　学力向上グループ分)
9,570

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 デザイン教育研究所　非常勤講師にかかる報償金の支出について（4月分　デザイン教育研究所費）
13,060

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(５月　生活指導グループ担当分)
16,560

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(５月　第１教育ブロックグループ分)
21,448

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 令和２年度高等学校教育審議会の実施にかかる報酬等の支出について（高等学校教育費）
99,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費の支出について(５月　初等・中等教育担当分)
4,090

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ゴム印の購入経費の支出について（指導振興事務費）
11,066

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度もと弘治小学校における産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託（単価契約）に係る経費の支出について（５月分）
660

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【５月分】スクールロイヤーメール及び電話相談の実施にかかる報償金の支出について
40,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【５月分】適応指導教室の設置モデル事業及び不登校特例校設置に向けた調査研究にかかる不登校支援コーディネーター（ＳＣ）報償金の支出について
29,180

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【５月分】令和２年度こどもサポートネット（スクールソーシャルワーカーの配置）にかかるスーパーヴァイザー報償金の支出について
93,060
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【５月分】スクールロイヤー学校派遣相談等の実施にかかる報償金の支出について
119,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 令和２年度もと弘治小学校における産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託（単価契約）に係る経費の支出について（５月分）
1,320

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 令和２年度もと弘治小学校における産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託（単価契約）に係る経費の支出について（５月分）
1,320

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部会計年度任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（４月　外国からの児童生徒の受入れ・共生のための教育推進事業)
64,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部会計年度任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（４月　国際理解教育推進事業)
58,250

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＦＡＸトナーカートリッジの買入に係る契約の締結について（特別支援教育の充実　インクルーシブ教育推進室運営用）
5,060

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 令和２年度大阪市インクルーシブ教育推進室向け通信サービスの提供業務委託契約にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実）（5月分）
35,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 インクルーシブ教育推進室の光回線通信料金の支出について（５月分　特別支援教育の充実）
5,940

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 学力向上推進指導室にかかる電話料の支出について（6月分）
18,612

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 キャリア教育支援センターの光回線通信料金の支出について（５月分 ６月請求）
6,435

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 インクルーシブ教育推進室にかかる電話料金の支出について（５月分）
67,267

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 【６月26日支払】公用携帯電話料金の支出について（６月請求分）
6,758

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部市内出張交通費４月分の口座不能にかかる再支出について
1,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【４月分】いじめ・不登校・児童虐待等防止対策事業（スクールカウンセラー（ＳＣ）及びスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）派遣）におけるＳＣ報償金の支出について
55,380

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【５月分】いじめ・不登校・児童虐待等防止対策事業（スクールカウンセラー（ＳＣ）及びスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）派遣）におけるＳＣ報償金の支出について
55,380

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 令和２年度国際クラブ指導者（時間講師）にかかる報償金の支出について（５月分　国際理解教育推進事業）
440,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部会計年度任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（４月　学校力ＵＰ支援事業)
122,250

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部会計年度任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（４月　学力向上を図る実践研究プロジェクト事業)
3,420

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度指導部会計年度任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（４月　学力向上推進事業)
26,510

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 上質紙外１点の買入及び同経費の支出について（キャリア教育支援センター用）
72,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ハードディスクの買入に係る経費の支出について（特別支援教育の充実　インクルーシブ教育推進室運営用）
11,220

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 第３共生支援拠点にかかる電話料金の支出について(６月請求分　外国からの児童生徒の受入れ・共生のための教育推進事業)
11,799

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 人権国際教育グループ（小路小学校）にかかる電話料金の支出について(６月請求分)
3,329

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 にぎわいネットに係る電話料金の支出について(6月請求分)
6,435

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 生活指導サポートセンター用電話代の支出について（ＮＴＴ西日本５月分）
6,854

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立巽南小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
4,294,049

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立南大江小学校給食調理等業務委託経費の支出について（４月分）
2,585,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立北巽小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
1,741,940

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立桜宮小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
1,750,471

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立矢田小学校・矢田南中学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
770,019

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立加美小学校外２校給食調理等業務委託経費の支出について（４月分）
5,285,206

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立堀江小学校外１校給食調理等業務委託経費の支出について（４月分）
5,195,702

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立住之江小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（４月分）
905,322

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中津小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
871,895

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立西天満小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
3,126,933

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立茨田東小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
2,334,308

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立伝法小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
1,010,474

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立阿倍野小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（４月分）
1,404,072

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立聖和小学校外４校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
4,899,861

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立九条北小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（４月分）
1,066,624

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大道南小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（４月分）
2,402,634

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小松小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（４月分）
2,035,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立阪南小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（４月分）
1,923,900

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立島屋小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（４月分）
2,044,900

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立長吉南小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（４月分）
1,009,679

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大東小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（４月分）
662,977

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立啓発小学校・中島中学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（４月分）
958,144
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教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立加島小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
1,795,023

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大空小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
3,848,220

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立北巽小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
1,412,860

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中津小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
841,657

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立長吉南小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（４月分）
1,025,764

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立九条北小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（４月分）
1,211,751

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立阿倍野小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（４月分）
2,791,627

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立西天満小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
3,231,067

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立木津中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（４月分）
1,861,612

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大東小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（４月分）
534,923

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大空小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
1,849,780

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立矢田小学校・矢田南中学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
2,718,638

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立緑中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（４月分）
3,177,702

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立桜宮小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
1,607,576

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立啓発小学校・中島中学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（４月分）
1,255,606

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立東淀中学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
1,722,050

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立茨田東小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
1,845,692

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立住之江小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（４月分）
3,567,850

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立住吉中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（４月分）
2,162,325

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立伝法小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
1,635,026

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大道南小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（４月分）
1,716,866

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立平野北中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（４月分）
2,187,585

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立菫中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（４月分）
1,982,598

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立巽南小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
668,601

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立聖和小学校外４校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
3,332,539

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立加島小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
1,575,102

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 令和２年度　保健体育担当市内出張費の支出について（４月　体育グループ分）
1,260

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立築港小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
956,890

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立平野中学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
2,311,526

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立北恩加島小学校他３校給食調理等業務委託経費の支出について（４月分）
1,067,044

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立豊崎本庄小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（４月分）
745,881

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中本小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
3,150,400

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立依羅小学校外3校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
1,738,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立長居小学校給食調理等業務委託経費の支出について（４月分）
2,227,500

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立加賀屋東小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
2,429,891

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鯰江小学校給食調理等業務委託経費の支出について（４月分）
2,970,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鶴見橋中学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
1,709,950

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立田辺小学校外１校給食調理等業務委託経費の支出について（4月分）
3,739,358

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立梅香小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（４月分）
661,941

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新今宮小学校・今宮中学校給食調理等業務委託経費の支出について（４月分）
1,375,695

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鶴見南小学校給食調理等業務委託経費の支出について（4月分）
2,872,222

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立金塚小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
2,339,419

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立平野小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
4,004,658

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立歌島中学校外１校学校給食調理等業務委託経費の支出について（４月分）
1,410,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立諏訪小学校給食調理等業務委託経費の支出について（４月分）
2,607,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立姫里小学校外１校給食調理等業務委託長期継続の支出について（４月分）
1,760,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立晴明丘小学校給食調理等業務委託長期継続の実施並びに同経費の支出について（４月分）
1,897,500
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教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立榎本小学校給食調理等業務委託経費の支出について（4月分）
2,563,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立古市小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
1,404,973

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立豊仁小学校外1校給食調理等業務委託経費の支出について（４月分）
4,730,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新高小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
2,467,068

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立淀川小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
3,308,634

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立清江小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
2,959,027

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立長吉出戸小学校外１校給食調理等業務委託経費の支出について（４月分）
3,950,100

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立井高野小学校外１校給食調理等業務委託経費の支出について（4月分）
3,783,389

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立田中小学校外４校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（４月分）
2,932,217

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立三軒家東小学校給食調理等業務委託経費の支出について（４月分）
1,771,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立育和小学校給食調理等業務委託経費の支出について（4月分）
1,879,166

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立西九条小学校給食調理等業務委託長期継続の支出について（４月分）
1,553,750

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立瓜破小学校外3校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
2,868,257

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大領小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
1,667,600

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立南港桜小学校給食調理等業務委託経費の支出について（４月分）
2,068,611

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立放出小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
1,631,034

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新森小路小学校給食調理等業務委託費の支出について（４月分）
2,392,830

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立真田山小学校給食調理等業務委託経費の支出について（4月分）
2,096,600

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立御幣島小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（４月分）
895,224

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立榎並小学校給食調理等業務委託経費の支出について（4月分）
1,709,400

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立片江小学校外２校給食調理等業務委託経費の支出について（４月分）
1,783,848

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立田川小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
2,326,845

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立横堤小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
1,977,497

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中央小学校給食調理等業務委託経費の支出について（4月分）
2,548,335

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鷹合小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
1,759,934

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立海老江西小学校外３校給食調理等業務委託経費の支出について（4月分）
6,132,500

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立姫島小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
1,691,800

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立弁天小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（４月分）
1,757,976

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立野田小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（４月分）
4,105,798

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立今津中学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
3,670,480

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立加賀屋東小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
2,223,358

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立井高野中学校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
1,359,374

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立田中小学校外４校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（４月分）
3,432,647

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立金塚小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
1,997,001

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立平野小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
1,610,429

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立北恩加島小学校他３校給食調理等業務委託経費の支出について（４月分）
3,703,656

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立相生中学校給食調理・配送・配膳等業務委託（第３学年分）経費の支出について（４月分）
880,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立佃中学校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（４月分）
1,320,346

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立玉出中学校給食調理・配送・配膳業務委託経費の支出について（４月分）
1,106,050

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立依羅小学校外3校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
3,952,437

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立築港小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
764,253

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立瓜破小学校外3校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
2,172,080

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立清江小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
1,419,255

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立加美東小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
2,750,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立横堤小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
2,946,405

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立豊崎本庄小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（４月分）
377,219

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鷹合小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
3,220,811
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教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立淀川小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
1,366,641

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立摂陽中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
2,699,598

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鶴見橋中学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
2,783,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立御幣島小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（４月分）
776,666

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新今宮小学校・今宮中学校給食調理等業務委託経費の支出について（４月分）
958,749

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立放出小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
1,153,066

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新高小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
2,420,111

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大領小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
2,405,425

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立片江小学校外２校給食調理等業務委託経費の支出について（４月分）
1,076,152

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立城陽中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（４月分）
3,566,750

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立弁天小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（４月分）
519,024

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立梅香小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（４月分）
952,987

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立夕陽丘中学校給食調理・配送・配膳業務委託経費の支出について（４月分）
1,226,500

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大隅東小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（４月分）
3,087,590

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立歌島中学校外１校学校給食調理等業務委託経費の支出について（４月分）
3,551,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中本小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
2,230,483

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立八阪中学校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
1,232,972

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立姫島小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
2,787,834

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立難波中学校外２校給食調理等業務委託経費の支出について（４月分）
4,322,541

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立姫里小学校外１校給食調理等業務委託長期継続の支出について（４月分）
1,760,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立浪速小学校・日本橋中学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
2,664,062

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立古市小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
841,115

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立田川小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（４月分）
1,578,155

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立平野中学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
3,267,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立岸里小学校外１校給食調理等業務委託経費の支出について（４月分）
1,760,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立岸里小学校外１校給食調理等業務委託経費の支出について（４月分）
1,564,530

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入（２６７台分）経費の支出について（４月分）
265,449

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入（２６７台分）経費の支出について（４月分）
202,164

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入（２６７台分）経費の支出について（４月分）
1,757

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月05日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　其他委員等旅費 学校給食にかかる市内出張交通費等の支出について（給食グループ・会計年度任用職員４月分）
1,650

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月05日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　普通旅費 学校給食にかかる市内出張交通費等の支出について（給食グループ４月分）
11,814

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月12日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 使用料及賃借料　使用料 マイナンバー制度にかかる業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器一式長期借入契約について（４月分）
6,586

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 令和2年度　部活動指導員活用事業　ラベルシール外12点の購入にかかる支出について（部活動指導活用事業
32,923

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立巽南小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
4,294,049

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立住之江小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
905,322

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立長吉南小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,009,679

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鶴見橋中学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
1,709,950

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立堀江小学校外１校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
5,195,702

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立淀川小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
3,308,634

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立平野小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
4,004,658

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立歌島中学校外１校学校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
1,410,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立南港桜小学校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
2,068,611

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立南大江小学校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
2,585,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立北巽小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
1,741,940

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立弁天小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（５月分）
1,757,976

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立長吉出戸小学校外１校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
3,950,100

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立加美小学校外２校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
5,285,206



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鷹合小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
1,759,934

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立西天満小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
3,126,933

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立育和小学校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
1,879,166

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中津小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
871,895

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新森小路小学校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
2,392,830

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立伝法小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
1,010,474

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立西九条小学校給食調理等業務委託長期継続の支出について（５月分）
1,553,750

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立加島小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
1,795,023

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立片江小学校外２校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
1,783,848

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中本小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
3,150,400

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新今宮小学校・今宮中学校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
1,375,695

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立長居小学校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
2,227,500

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立田川小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
2,326,845

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立南百済小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,585,650

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新高小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,467,068

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立依羅小学校外3校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
1,738,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立聖和小学校外４校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
4,899,861

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立高見小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,404,566

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立三軒家東小学校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
1,771,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立梅香小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
661,941

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立築港小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
956,890

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鶴見南小学校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
2,872,222

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中央小学校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
2,548,333

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立平野中学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,311,526

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立真田山小学校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
2,096,600

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立諏訪小学校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
2,607,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大領小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
1,667,600

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立豊崎本庄小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（５月分）
745,881

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大空小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
3,848,220

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大東小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（５月分）
662,977

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立金塚小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,339,419

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立阿倍野小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,404,072

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立姫里小学校外１校給食調理等業務委託長期継続の支出について（５月分）
1,760,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立阪南小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,923,900

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立島屋小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
2,044,900

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立みどり小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,652,667

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立茨田北小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,729,750

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立日吉小学校外２校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
3,559,165

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立加賀屋東小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,429,891

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立三国小学校外２校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
3,961,408

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立茨田東小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
2,334,308

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立豊仁小学校外1校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
4,730,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立田辺小学校外１校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
3,739,358

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立岸里小学校外１校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
1,760,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立瓜破小学校外3校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
2,868,257

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立桜宮小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
1,750,471

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立豊新小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
2,453,140
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教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大道南小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
2,402,634

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立矢田小学校・矢田南中学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
770,019

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鯰江小学校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
2,970,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立北恩加島小学校外３校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
1,067,044

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立加賀屋東小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,223,358

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立岸里小学校外１校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
1,564,530

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立金塚小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
1,997,001

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大道南小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,716,866

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立木津中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,861,612

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鶴見橋中学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,783,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立北恩加島小学校外３校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
3,703,656

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立加美東小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
2,750,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立弁天小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（５月分）
519,024

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新高小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,420,111

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立豊崎本庄小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（５月分）
377,219

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立滝川小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
1,639,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立桜宮小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
1,607,576

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立瓜破小学校外3校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
2,172,080

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立北巽小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
1,412,860

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立住之江小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
3,567,850

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立高見小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,053,934

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立住吉中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
2,162,325

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立野田小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（５月分）
4,105,798

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立美津島中学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
3,014,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立淀川小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
1,366,641

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立難波中学校外２校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
4,322,541

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立日吉小学校外２校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
2,019,683

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鷹合小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
3,220,811

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立今津中学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
3,670,480

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中本小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
2,230,483

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立平野中学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
3,267,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立相生中学校給食調理・配送・配膳等業務委託（第３学年分）経費の支出について（５月分）
880,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新今宮小学校・今宮中学校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
958,749

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立依羅小学校外3校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
3,952,437

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立加島小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
1,575,102

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立夕陽丘中学校給食調理・配送・配膳業務委託経費の支出について（５月分）
1,226,500

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立伝法小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
1,635,026

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立東淀中学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
1,722,050

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中津小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
841,657

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立高殿小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
2,149,950

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立矢田小学校・矢田南中学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
2,718,638

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鶴町小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
1,787,500

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立西天満小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
3,231,067

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立井高野中学校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
1,359,374

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立平野小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
1,610,429

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立歌島中学校外１校学校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
3,551,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立茨田東小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
1,845,692
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教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立阿倍野小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
2,791,627

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立緑中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
3,177,702

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立長吉南小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,025,764

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大東小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（５月分）
534,923

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立豊新小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
1,836,860

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立佃中学校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（５月分）
1,320,346

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立築港小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
764,253

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大空小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
1,849,780

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立平野北中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
2,187,585

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立巽南小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
668,601

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立南港みなみ小学校・南港南中学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
2,631,750

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立摂陽中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
2,699,598

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立玉出中学校給食調理・配送・配膳業務委託経費の支出について（５月分）
1,106,050

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立片江小学校外２校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
1,076,152

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大領小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,405,425

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立梅香小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
952,987

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立田川小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
1,578,155

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立聖和小学校外４校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
3,332,539

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立浪速小学校・日本橋中学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
2,664,062

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立姫里小学校外１校給食調理等業務委託長期継続の支出について（５月分）
1,760,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 委託料　委託料 令和２年度給食調理員等検便検査にかかる業務委託経費の支出について（5月分）
227,620

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 委託料　委託料 大阪市学校給食献立作成システムの保守運用業務委託経費の支出について（5月分）
161,823

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立放出小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
1,631,034

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立横堤小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
1,977,497

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立東都島小学校外３校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
6,160,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立啓発小学校・中島中学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
958,144

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立古市小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
1,404,973

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立榎並小学校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
1,709,400

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立菅原小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
2,365,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立放出小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
1,153,066

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立都島中学校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,226,500

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立横堤小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,946,405

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立東都島小学校外３校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,325,500

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立啓発小学校・中島中学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,255,606

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立古市小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
841,115

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立田中小学校外４校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（５月分）
2,932,217

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立清江小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,959,027

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立常盤小学校外1校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
4,538,875

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立榎本小学校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
2,563,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立海老江西小学校外３校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
6,132,500

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立姫島小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
1,691,800

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立九条北小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,066,624

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立井高野小学校外１校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
3,783,389

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立茨田小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,345,361

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立御幣島小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（５月分）
895,224

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立宮原小学校給食調理等業務委託長期継続の支出について（５月分）
1,980,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立すみれ小学校外２校給食調理等業務委託長期継続の支出について（５月分）
6,100,420
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教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立晴明丘小学校給食調理等業務委託長期継続の支出について（５月分）
1,897,500

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新東三国小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（５月分）
1,157,654

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立城陽中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について(5月分）
3,566,750

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立御幣島小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（５月分）
776,666

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立九条北小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,211,751

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立八阪中学校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
1,232,972

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立桑津小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
5,566,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立田中小学校外４校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（５月分）
3,432,647

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大隅東小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（５月分）
3,087,590

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立清江小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
1,419,255

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立姫島小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,787,834

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立菫中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,982,598

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新東三国小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の支出について（５月分）
1,082,936

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立学校給食用食材提供業務委託（長期継続）の経費の支出について（５月分食材費）
52,244,922

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小松小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
2,035,000

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校給食用食材提供業務委託（平成30・31年度移行校分）の経費の支出について（５月分委託料）
2,143,705

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校給食用食材提供業務委託（長期継続）の経費の支出について（５月分食材提供業務）
22,505,590

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立学校給食用食材提供業務委託（長期継続）の経費の支出について（５月分食材費）
30,932,410

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校給食用食材提供業務委託（長期継続）の経費の支出について（５月分食材提供業務）
8,341,975

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校給食用食材提供業務委託（平成30・31年度移行校分）の経費の支出について（５月分委託料）
1,606,650

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器除細動器（ＡＥＤ）１８０台の長期借入経費の支出について（４月分）
4,334

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器除細動器（ＡＥＤ）１８０台の長期借入経費の支出について（４月分）
307,714

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器除細動器（ＡＥＤ）１８０台の長期借入経費の支出について（４月分）
36,839

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器除細動器（ＡＥＤ）１８０台の長期借入経費の支出について（４月分）
41,173

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器除細動器（ＡＥＤ）１８０台の長期借入契約の支出について（５月分）
4,334

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器除細動器（ＡＥＤ）１８０台の長期借入契約の支出について（５月分）
307,714

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器除細動器（ＡＥＤ）長期借入契約（２６７台分）の支出について（５月分）
265,449

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器除細動器（ＡＥＤ）１８０台の長期借入契約の支出について（５月分）
36,839

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器除細動器（ＡＥＤ）長期借入契約（２６７台分）の支出について（５月分）
202,164

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器除細動器（ＡＥＤ）１８０台の長期借入契約の支出について（５月分）
41,173

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器除細動器（ＡＥＤ）長期借入契約（２６７台分）の支出について（５月分）
1,757

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 使用料及賃借料　使用料 マイナンバー制度にかかる業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器一式長期借入契約のい支出について（５月分）
6,586

教育委員会事務局 保健体育担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度公益財団法人日本学校保健会にかかる拠出金の支出について
357,659

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

令和02年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 市史編纂所事務事業用コピー料金（５月分）の支出について
1,009

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月05日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館コピー代金（４月分）の支出について
33,932

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月05日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立北図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（４月分：１３回目）
62,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月05日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立港図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（４月分：１３回目）
41,442

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月05日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立浪速図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（４月分：１５回目）
48,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月05日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立島之内図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（４月分：１５回目）
72,570

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月05日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立西淀川図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（４月分）
110,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月05日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立平野図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（４月分）
89,970

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月05日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立天王寺図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（４月分：１５回目）
83,100

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月05日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立淀川図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（４月分：１５回目）
50,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月05日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東住吉図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（４月分：１３回目）
58,300

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月05日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立大正図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（４月分）
61,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月05日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東成図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について
95,700

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月05日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 中央図書館　送受信兼用ファクシミリ装置借入（再リース）の実施と同経費の支出について（４月分）
10,890



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 大阪市立生野図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（４月分：１５回目）
45,329

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（４月分：１３回目）
158,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立旭図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（４月分：１３回目）
91,870

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立福島図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（４月分：１５回目）
71,500

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立平野図書館機械警備業務委託　長期継続　の支出について（４月分：４９回目）
8,250

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立住之江図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（４月分：１３回目）
67,100

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立西成図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（４月分：１３回目）
65,450

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東住吉図書館機械警備業務委託　長期継続　の経費の支出について（４月分：７回目）
5,610

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館機械警備業務委託　長期継続　の支出について（４月分：４９回目）
9,350

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東淀川図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（４月分：１３回目）
85,800

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立此花図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（４月分：１３回目）
66,880

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立都島図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（４月分：１３回目）
61,710

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立生野図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（４月分：１５回目）
42,671

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立天王寺図書館機械警備業務委託　長期継続　の経費の支出について（４月分：７回目）
5,610

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立淀川図書館機械警備業務委託　長期継続　経費の支出について（４月分：７回目）
5,610

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月09日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　平野図書館　電気料金４月分の支出について
105,533

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月09日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　天王寺図書館　電気料金４月分の支出について
110,130

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月09日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　浪速図書館　電気料金４月分の支出について
97,004

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月09日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　淀川図書館　電気料金４月分の支出について
70,799

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月09日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立地域図書館自動体外式除細動器（AED）長期借入（長期継続）の実施及び同経費の支出について（４月分）
16,665

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野複合施設　空気環境測定業務費用の分担金の支出について（４～５月分）
6,864

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月11日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　住吉図書館　電気料金４月分の支出について
160,050

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月11日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　福島図書館　水道料金５月分の支出について
202

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月11日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　淀川図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、令和２年４月使用分）
12,870

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月11日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　島之内図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、令和２年４月使用分）
10,533

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月11日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　阿倍野図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、令和２年４月使用分）
8,525

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月11日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　鶴見図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、令和２年４月使用分）
9,460

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月11日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　住之江図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、令和２年４月使用分）
10,705

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月11日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　東淀川図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、令和２年４月使用分）
10,516

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月11日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　平野図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、令和２年４月使用分）
8,969

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月11日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　天王寺図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、令和２年４月使用分）
10,535

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月11日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　中央図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、令和２年４月使用分）
140,814

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月11日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　東住吉図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、令和２年４月使用分）
11,689

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月11日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　北図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、令和２年４月使用分）
10,399

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　東淀川図書館　水道料金５月分の支出について
7,861

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　手数料 甲種防火管理（再）講習受講にかかる受講費と払込手数料の支出について
304

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　産業廃棄物収集運搬処理業務委託（単価契約）の実施及び同経費の支出について（４月分）
15,730

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 北図書館　一般・産業廃棄物処理業務経費分担金の支出について（４月分）
3,485

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　会費 甲種防火管理（再）講習受講にかかる受講費と払込手数料の支出について
10,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 大阪市立浪速図書館　散水栓修繕請負の実施と同経費の支出について
176,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 浪速図書館　止水栓修繕請負の実施と同経費の支出について
226,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　東淀川図書館　電気料金５月分の支出について
170,138

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 大阪市立生野図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分：１６回目）
45,329

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　東住吉図書館　電気料金５月分の支出について
109,153

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　東成図書館　電気代、水道代（４月分）の支出について
10,322

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　東成図書館　電気代、水道代（４月分）の支出について
265,893

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　東住吉図書館　水道料金５月分の支出について
3,397
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立港図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分：第１４回目）
41,442

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立平野図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分：１６回目）
221,282

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立福島図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分：１６回目）
71,500

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立住之江図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分：１４回目）
67,100

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立此花図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分：第１４回目）
66,880

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立天王寺図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分：第１６回目）
83,100

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立北図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分：第１４回目）
62,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東淀川図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分：第１４回目）
85,800

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分：第１４回目）
158,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立島之内図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分：第１６回目）
72,570

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立旭図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分：１４回目）
91,870

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東成図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分：第１４回目）
95,700

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立都島図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分：第１４回目）
61,710

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分：第１４回目）
1,903,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東住吉図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分：第１４回目）
58,300

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立大正図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分：第１４回目）
61,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立淀川図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分：第１６回目
50,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立西成図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分：１４回目）
65,450

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立浪速図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分：第１４回目）
48,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立生野図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分：１６回目）
42,671

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立西淀川図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分：第１４回目）
110,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（令和２年４月分）の支払いについて
74,921

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
12,389

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,100

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　手数料 甲種防火管理（再）講習受講にかかる受講費と払込手数料の支出について
152

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 大正図書館　塵芥処理委託料分担金の支出について　（５月分）
2,827

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 住之江図書館　ＡＥＤリース料にかかる分担金の支出について（４月分）
3,056

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館　塵芥処理料分担金の支出について　（４月分）
1,559

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館　一般ごみ運搬処分料分担金の支出について（４月分）
5,500

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 住之江複合施設（住之江図書館分）埋設直圧給水管漏水補修工事費用分担金の支出について
80,454

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 港図書館　貯水槽清掃費用にかかる分担金の支出について（令和２年度分）
12,705

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館　清掃業務委託料分担金の支出について（４月分）
53,803

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 住之江図書館　ＡＥＤリース料にかかる分担金の支出について（５月分）
3,056

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　会費 甲種防火管理（再）講習受講にかかる受講費と払込手数料の支出について
5,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　自動制御設備保守点検業務委託の実施と同経費の支出について（５月分）
375,100

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　自動制御設備保守点検業務委託の実施と同経費の支出について（４月分）
841,500

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月23日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市立島之内図書館　一般廃棄物収集運搬処理業務委託の実施と同経費の支出について（５月分）
2,200

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立天王寺図書館　一般廃棄物収集運搬処理業務委託の実施と同経費の支出について（５月分）
6,050

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　一般廃棄物収集運搬処理業務委託の実施と同経費の支出について（５月分）
20,350

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立島之内図書館　一般廃棄物収集運搬処理業務委託の実施と同経費の支出について（５月分）
2,200

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東成図書館　清掃業務委託費用分担金の支出について　（４月分）
11,097

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館　エレベーター保守点検分担金の支出について（４月分）
23,232

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館　機械警備料分担金の支出について（４月分）
22,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館　旭複合施設共用部分清掃委託業務分担金の支出について（４月分）
16,636

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館　廃棄物収集運搬・処理費分担金の支出について（４月分）
20,112

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東成図書館　機械警備費用分担金の支出について　（４月分）
3,036

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館　空調設備業務委託料分担金の支出について（４月分）
56,100
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 大正図書館　塵芥処理委託料分担金の支出について　（４月分）
2,827

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大阪市立中央図書館　閲覧室トイレ便座用除菌クリーナー買入について
140,778

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　此花図書館　電気・水道料金４月分の支出について
2,514

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　此花図書館　電気・水道料金４月分の支出について
49,820

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　西成図書館　電気・水道料金４月分の支出について
2,383

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　西成図書館　電気・水道料金４月分の支出について
153,711

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　北図書館　水道料金４月分の支出について
2,774

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　北図書館　電気料金４月分の支出について
110,556

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　島之内図書館　電気・水道料金４月分の支出について
128,269

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　都島図書館　水道・電気料金４月分の支出について
80,925

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　島之内図書館　電気・水道料金４月分の支出について
1,336

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　旭図書館　水道、ガス、電気使用料の支出について（４月分）
213,802

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　大正図書館　電気・水道料金４月分の支出について
8,667

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　大正図書館　電気・水道料金４月分の支出について
88,758

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　鶴見図書館　電気料金４月分の支出について
179,325

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　港図書館　電気・水道代の支出について（４月分）
4,789

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　港図書館　電気・水道代の支出について（４月分）
47,295

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　都島図書館　水道・電気料金４月分の支出について
3,339

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　住之江図書館　電気・水道料金４月分の支出について
50,501

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　阿倍野図書館　電気・水道料金４月分の支出について
10,826

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　鶴見図書館　ガス料金４月分の支出について
28,969

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　旭図書館　水道、ガス、電気使用料の支出について（４月分）
45,140

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　旭図書館　水道、ガス、電気使用料の支出について（４月分）
32,573

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　阿倍野図書館　電気・水道料金４月分の支出について
276,031

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　福島図書館　電気料金４月分の支出について
164,131

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　住之江図書館　電気・水道料金４月分の支出について
5,366

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　鶴見図書館　水道料金４月分の支出について
7,343

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館窓口等業務委託　長期継続経費の支出について（５月分：第１４回目）
14,025,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立図書館窓口等業務委託（西淀川図書館外４館）長期継続経費の支出について（５月分：第２回目）
8,616,666

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立図書館窓口等業務委託（阿倍野図書館外４館）長期継続（その２）経費の支出について（５月分：第２４回目）
9,284,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大阪市立中央図書館　包装用テープ　外14点買入について
178,420

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立図書館窓口等業務委託（平野図書館外４館）長期継続（その２）経費の支出について（５月分：第２４回目）
8,829,700

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立図書館窓口等業務委託（旭図書館外３館）長期継続（その２）経費の支出について（５月分：第２４回目）
8,030,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立図書館窓口等業務委託（東淀川図書館外３館）長期継続経費の支出について（５月分：第２回目）
6,248,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　中央図書館コピー代金（５月分）の支出について
17,404

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　福島図書館　水道料金６月分の支出について
440

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　住吉図書館　電気料金５月分の支出について
163,749

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　東成図書館　電気代、水道代（５月分）の支出について
8,489

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　東成図書館　電気代、水道代（５月分）の支出について
220,099

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東住吉図書館機械警備業務委託　長期継続　の経費の支出について（５月分：８回目）
5,610

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立図書館図書等逓送業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（５月分：第１６回目）
2,284,700

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立淀川図書館機械警備業務委託　長期継続　経費の支出について（５月分：８回目）
5,610

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立天王寺図書館機械警備業務委託　長期継続　の経費の支出について（５月分：８回目）
5,610

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立平野図書館機械警備業務委託　長期継続　の支出について（５月分：５０回目）
8,250

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　産業廃棄物収集運搬処理業務委託（単価契約）の実施及び同経費の支出について（５月分）
21,450

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館機械警備業務委託　長期継続　の支出について（５月分：５０回目）
9,350

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 一般維持管理用　大阪市立地域図書館自動体外式除細動器（AED）長期借入（長期継続）の実施及び同経費の支出について（５月分：１５回目）
16,665
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 一般維持管理用　中央図書館　送受信兼用ファクシミリ装置借入（再リース）の実施と同経費の支出について（５月分）
10,890

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大阪市立中央図書館空気清浄機買入について
63,800

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大阪市立住之江図書館一般換気扇外６点買入について
132,308

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　淀川図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、令和２年５月使用分）
15,910

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　東住吉図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、令和２年５月使用分）
13,693

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　天王寺図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、令和２年５月使用分）
13,512

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　中央図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、令和２年５月使用分）
128,106

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　平野図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、令和２年５月使用分）
8,899

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　阿倍野図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、令和２年５月使用分）
8,243

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　東淀川図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、令和２年５月使用分）
13,191

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　北図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、令和２年５月使用分）
13,189

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　鶴見図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、令和２年５月使用分）
9,092

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　島之内図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、令和２年５月使用分）
12,933

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　住之江図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、令和２年５月使用分）
13,602

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

令和02年06月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用養生テープ外5点の購入経費の支出について
92,422

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

令和02年06月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用ブックコートフィルム（３ｃｍ）外４点の購入経費の支出について
375,375

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

令和02年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用タトルテープ（両面接着剤付き）外３点の購入経費の支出について
361,900

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

令和02年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市立福島図書館外5館公衆無線ＬＡＮサービス経費の支出について（5月分）
33,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

令和02年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市立中央図書館（４フロア分）公衆無線ＬＡＮサービス経費の支出について（５月分）
22,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

令和02年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 サービス事業用マイクロフィルムリーダ―機器再借入経費の支出について（５月分）
88,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

令和02年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 地域館事業用後納郵便料の支出について（５月地域図書館）
4,914

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

令和02年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市立都島図書館外6館公衆無線ＬＡＮサービス経費の支出について（5月分）
84,700

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　其他委員等旅費 学校図書館補助員等の市内出張交通費の支出について（４月分）
127,620

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月01日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用アジア諸国新聞・雑誌買入経費の支出について（4月分）
4,052

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月01日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用固定電話および回線使用料の支出について(NTT西日本　令和2年4月分)
9,913

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月02日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 図書館資料装備業務委託経費の支出について（4月分）
839,843

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市図書館情報ネットワークシステムにおける市民利用通信サービス提供業務委託（長期継続）（再契約）の実施ならびに同所要経費の支出について（令和2年4月分）
183,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市立図書館情報ネットワークシステムにおける通信サービス提供業務委託（長期継続）の実施ならびに同所要経費の支出について（令和２年4月分）
411,840

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月04日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外2館閲覧用ハングル雑誌買入経費の支出について（4月分）
58,983

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月05日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について（4月分）
559,059

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月05日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について（4月分）
4,108,847

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月09日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　会費 図書館ネットワークシステム事業用運用研修費の支出について(HTMLとCSSによるホームページ作成・データベース基礎・ＵＮＩＸ／Ｌｉｎｕｘ入門（eラーニング）)
29,106

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用雑誌買入経費の支出について（4月分）
949,736

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平野図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(4月分)
262,067

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 旭図書館外3館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(4月分)
230,298

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 西淀川図書館外5館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(4月分)
249,368

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 阿倍野図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(4月分)
284,549

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 東淀川図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(4月分)
207,925

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 阿倍野図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(4月分)
1,753,087

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 西淀川図書館外5館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(4月分)
1,536,471

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 旭図書館外3館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(4月分)
1,418,136

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 平野図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(4月分)
1,614,703

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 東淀川図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(4月分)
1,280,770

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館外4館閲覧用雑誌買入経費の支出について（4月分）
240,822

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館外4館閲覧用雑誌買入経費の支出について（4月分）
242,734

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館外4館閲覧用雑誌買入経費の支出について（4月分）
262,882

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館外3館閲覧用雑誌買入経費の支出について（4月分）
275,132



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館外3館閲覧用雑誌買入経費の支出について（4月分）
217,495

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外1館閲覧用法規類追録(「現行日本法規」外10タイトル)買入経費の支出について（4月分）
101,541

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用日本産業規格追録買入経費の支出について（5月分）
35,357

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について（5月分その1）
391,831

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について（5月分その1）
2,879,788

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館外13館閲覧用図書及び読書環境整備事業用図書「2020年度年少ライブラリー」外4セット買入及び同所要経費の支出について
22,572

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館外13館閲覧用図書及び読書環境整備事業用図書「2020年度年少ライブラリー」外4セット買入及び同所要経費の支出について
455,202

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立図書館情報ネットワークシステム事業用サーバ機器等長期借入経費の支出について（２０２０年５月分）
6,417,290

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外3館閲覧用中国語雑誌買入経費の支出について（5月分）
34,974

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用欧米諸国等雑誌買入経費の支出について（5月分）
29,767

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立図書館情報ネットワークシステム事業用クライアント機器等長期借入経費の支出について（２０２０年５月分）
4,718,560

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立図書館情報ネットワークシステム事業用ハンディターミナル機器長期借入経費の支出について（２０２０年５月分）
231,990

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立図書館情報ネットワークシステム事業用ファイアウォール機器及び音声応答装置長期借入経費の支出について（２０２０年５月分）
390,720

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 図書館資料装備業務委託経費の支出について（5月分）
883,899

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(auKDDI令和2年5月分)
9,234

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用南米雑誌買入経費の支出について（5月分）
17,534

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用雑誌買入経費の支出について（5月分）
765,269

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(楽天モバイル令和2年5月分)
4,624

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(ソフトバンク令和2年5月分)
1,359

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について（5月分その2）
119,324

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について（5月分その2）
876,548

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外2館閲覧用ハングル雑誌買入経費の支出について（5月分）
55,250

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用法規類追録(「判例体系 知的財産権法」外2タイトル)買入経費の支出について（5月分）
40,082

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用固定電話および回線使用料の支出について(NTT西日本　令和2年5月分)
9,913

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市立図書館情報ネットワークシステムにおける通信サービス提供業務委託（長期継続）経費の支出について（2020年5月分）
411,840

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロバイダ料（withフレッツS（F)西)の支出について(令和2年5月分)
1,540

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市図書館情報ネットワークシステムにおける市民利用通信サービス提供業務委託（長期継続）（再契約）経費の支出について（２０２０年５月分）
183,150

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの事務事業用　「ゴム印４点」買入経費の支出について（単価契約）
852

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
24,497

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月02日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
822

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月05日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 建物維持管理用　「アルコール手指消毒剤」買入経費の支出について
63,360

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）②
1,856

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）②
11,400

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　手数料 簡易専用水道の提出書類検査の申し込み並びにこれにかかる手数料の支出について
3,300

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター清掃業務委託（長期継続）費の支出について(令和２年５月分）
550,000

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市教育センター機械警備業務委託(長期継続）費の支出について（令和２年５月分）
7,480

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度近畿地区教育研究（修）所連盟分担金の納入について
20,000

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研修事業用　「マークシート用紙」買入経費の支出について
35,200

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 備品購入費　図書購入費 教育資料事業用　「図書７冊」買入経費の支出について
71,830

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度全国教育研究所連盟　連盟費の納入について
25,000

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 大阪市教育センター　複写機使用にかかるコピー代金の支出について（令和２年５月分）
3,095

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 大阪市教育センター　複写機使用にかかるコピー代金の支出について（令和２年５月分）
2,091

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 大阪市教育センター　複写機使用にかかるコピー代金の支出について（令和２年５月分）
22,498

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月16日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育センター研修申込用サーバー機器一式　長期借入（再リース）の経費の支出について（令和２年５月）
3,575

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 会計年度任用職員　出張交通費（令和２年５月分）の支出について
1,380

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 会計年度任用職員　出張交通費（令和２年５月分）の支出について
51,170

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 会計年度任用職員　出張交通費（令和２年５月分）の支出について
22,760
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教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 会計年度任用職員　出張交通費（令和２年５月分）の支出について
14,840

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（令和２年５月分）
13,790

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（令和２年５月分）
10,180

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（令和２年５月分）
460

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（令和２年５月分）
11,678

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター内空気清浄機保守点検業務委託費の支出について（令和２年４月・５月分）
17,600

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 会計年度任用職員　出張交通費（令和２年５月分）の支出について
34,460

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 会計年度任用職員　出張交通費（令和２年５月分）の支出について
29,380

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用　「大判プリンター用インク外６点」買入経費の支出について
71,698

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 教育センターにおける一般事務用切手の購入経費の支出について
4,260

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度指定都市教育研究所連盟負担金の納入について
22,000

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 大阪市教師養成講座用　「ネックストラップ名札外１点」買入経費の支出について
52,250

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 教育センター電気料金（令和２年５月分）の支出について
573,253

教育委員会事務局 管理担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 「Waku×2.com-bee」ポータルサイト機能サービス業務委託長期継続の経費の支出について（令和２年５月）
1,332,522

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校運営支援センター職員用市内出張交通費の支出について４月分
34,460

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校運営支援センター職員用市内出張交通費の支出について４月分
560

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年06月05日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校運営支援センターにかかる電話着信方法等の設定変更業務委託
179,300

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 令和２年度学校運営支援センターエレベータ保守点検業務委託及び同経費の支出について（５月分）
26,400

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 業務用ゴム印買入れ及び同経費の支出について
10,538

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　備品修繕料 学校運営支援センター印刷機（リソー製）の修繕請負及び同経費の支出について
118,140

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校運営支援センター清掃業務委託契約の締結並びに同所要経費の支出について（５月分）
112,750

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 奨学費・特別支援教育就学奨励費管理システムサーバー装置等長期借入経費の支出について（令和2年5月分）
39,380

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年06月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 管理用ドラム／トナーカートリッジ購入及び同経費の支出について
134,200

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年06月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 管理用乾式電子複写機に係るコピー代金の支出について（５月分）
15,128

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年06月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用郵便料金の経費支出について（５月分）
15,266

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年06月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校運営支援センター事務用ファクシミリ装置長期借入及び同経費の支出について（令和2年5月分）
10,584

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 奨学費用郵便料金の経費支出について（５月分）
23,560

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校運営支援センター職員用市内出張交通費５月分
21,706

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学援助用後納郵便料金の経費支出について（５月分）
881,315

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校運営支援センター用電話代（ISDN回線）にかかる経費支出について（４月分・５月分）
7,770

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校運営支援センター用電話代（メンバーズネット）にかかる経費支出について（５月分）
8,369

教育委員会事務局 事務管理担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校運営支援センター用電話代にかかる経費支出について（５月分）
131,748

教育委員会事務局 学務担当 令和02年06月11日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　ＮＨＫ放送受信料の支出について
54,542

教育委員会事務局 学務担当 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　ＮＨＫ放送受信料の支出について
9,312,081

教育委員会事務局 学務担当 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　ＮＨＫ放送受信料の支出について
2,996,188

教育委員会事務局 学務担当 令和02年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　ＮＨＫ放送受信料の支出について
2,143,757

教育委員会事務局 学務担当 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪中学校体育連盟加盟金の支出について
4,515,000

教育委員会事務局 学務担当 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 令和２年度　学校徴収金システム及び学校給食費システム用生徒口座データ入力業務委託（概算契約）にかかる支出について
423,938

教育委員会事務局 学務担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校、中学校、高等学校及び幼稚園の動物死体処分業務委託経費の支出について（単価契約）５月分
11,000

教育委員会事務局 学務担当 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪市立開平小学校の携帯電話使用料（令和２年６月分）にかかる経費の支出について
3,379

教育委員会事務局 学務担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学務担当（未収金グループ）用郵便料金の経費支出について（５月分）
15,156

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（４月分）の支出について
57,417

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（４月分）の支出について
20,760

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 令和２年度 学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（４月分）
205,920

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（４月分）の支出について
2,134,308

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 令和２年度　学校運営支援センター校務支援システム用ハウジングサービス使用料の経費支出について（４月分）
114,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用メンバーズ(旧グループセキュリティ）使用料の支出について（令和２年４月分）
174
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教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校務支援ICT活用事業及び学校教育ICT活用事業用フレッツＶＰＮゲート接続回線料に係る経費支出について（４月分）
508,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用メンバーズ(旧グループセキュリティ）使用料の支出について（令和２年４月分）
550

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（４月分）の支出について
1,127,582

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 校務支援ICT活用事業及び学校教育ICT活用事業用フレッツＶＰＮゲート接続回線料に係る経費支出について（４月分）
6,690,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 教育用インターネットブロバイダ回線使用料の経費支出について（４月分）
826,210

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 学校教育ＩＣＴ活用事業用光回線通信料の経費支出について（４月分）
6,270

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（４月分）の支出について
6,949,896

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（４月分）の支出について
2,306,579

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（４月分）
1,120,680

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 令和２年度 学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（４月分）
1,144,310

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ４）長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
1,582,226

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ４）長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
3,691,860

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置（グループ４）追加借入（長期継続）にかかる経費支出について（４月分）
63,397

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（４月分）の支出について
1,135,783

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（４月分）の支出について
710,316

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（４月分）
510,840

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 令和２年度 学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（４月分）
514,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ４）長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
909,835

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ４）長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
2,122,949

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置（グループ４）追加借入（長期継続）にかかる経費支出について（４月分）
82,903

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（４月分）の支出について
122,569

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（４月分）の支出について
557,471

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（４月分）
75,240

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 令和２年度 学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（４月分）
79,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月03日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校務支援システム運用保守業務委託の経費の支出について（令和２年４月分）
38,358,901

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月03日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用サーバ機器等一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
10,289,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 マイクロソフトＥＥＳ契約　ソフトウェア等ライセンス取得・管理等業務委託にかかる経費支出について（４月分）
3,261,573

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 マイクロソフトＥＥＳ契約　ソフトウェア等ライセンス取得・管理等業務委託にかかる経費支出について（４月分）
1,706,027

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ６）長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
1,318,218

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ６）長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
3,075,842

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月08日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 職員手当等　児童手当 教職員児童手当の支出について（６月支給分）
244,765,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市教育委員会教職員情報システム（教職員人事・給与システム）再構築業務委託経費の支出について（令和２年度４月分）
8,957,713

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市教育委員会　統合認証システム構築業務委託の実施並びに同経費の支出について（４月分）
2,547,792

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　機械器具費 検証用パソコンの購入並びに経費支出について
60,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 失業者の退職手当の支出について
143,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 教職員の退職手当の支出について（令和元年度退職者分）
453,260

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　給料 令和２年６月給与の支給について
14,164,548

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　教員給 令和２年６月給与の支給について
100,847,950

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月給与の支給について
2,014,909

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月給与の支給について
19,213,016

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月給与の支給について
3,055,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月給与の支給について
1,527

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月給与の支給について
724,885

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月給与の支給について
3,495,877

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 令和２年６月給与の支給について
789,878

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月報酬の支出について
2,544,045

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 給料　給料 令和２年６月報酬の支出について
128,100
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教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 職員手当等　地域手当 令和２年６月報酬の支出について
20,496

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月報酬の支出について
645

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　費用弁償 令和２年６月報酬の支出について
59,720

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月報酬の支出について
12,413,160

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月報酬の支出について
266,138

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月報酬の支出について
23,153,801

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 令和２年６月報酬の支出について
551,280

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 給料　給料 令和２年６月給与の支給について
358,552,790

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 給料　教員給 令和２年６月給与の支給について
2,412,625,276

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月給与の支給について
57,968,148

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月給与の支給について
459,157,143

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月給与の支給について
37,819,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月給与の支給について
1,713,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月給与の支給について
21,330,065

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月給与の支給について
72,592,846

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 令和２年６月給与の支給について
35,596,340

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月給与の支給について
22,741

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月報酬の支出について
61,396,044

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 給料　給料 令和２年６月報酬の支出について
5,221,926

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 職員手当等　地域手当 令和２年６月報酬の支出について
845,984

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月報酬の支出について
160,954

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 令和２年６月報酬の支出について
1,938,315

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 給料　給料 令和２年６月給与の支給について
109,837,131

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 給料　教員給 令和２年６月給与の支給について
1,356,310,915

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月給与の支給について
32,653,954

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月給与の支給について
242,975,485

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月給与の支給について
17,997,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月給与の支給について
952,460

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月給与の支給について
9,674,340

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月給与の支給について
950,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月給与の支給について
37,523,845

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 令和２年６月給与の支給について
20,256,114

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年６月給与の支給について
85,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月報酬の支出について
17,359,626

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 給料　給料 令和２年６月報酬の支出について
625,484

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 職員手当等　地域手当 令和２年６月報酬の支出について
100,464

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月報酬の支出について
40,910

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　費用弁償 令和２年６月報酬の支出について
668,144

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 給料　給料 令和２年６月給与の支給について
34,033,715

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 給料　教員給 令和２年６月給与の支給について
400,148,052

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月給与の支給について
10,204,827

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月給与の支給について
71,599,648

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月給与の支給について
2,865,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月給与の支給について
1,165,783

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月給与の支給について
1,583,399

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　産業教育手当 令和２年６月給与の支給について
5,077,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　定時制教育手当 令和２年６月給与の支給について
2,053,200
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教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月給与の支給について
9,682,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 令和２年６月給与の支給について
5,997,386

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月報酬の支出について
11,844,404

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 給料　給料 令和２年６月報酬の支出について
128,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 職員手当等　地域手当 令和２年６月報酬の支出について
20,496

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月報酬の支出について
8,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　費用弁償 令和２年６月報酬の支出について
630,791

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 職員手当等　児童手当 教職員児童手当の支出について（６月８日再支出分）
120,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育委員会eLTAX用パソコン等機器一式長期借入及び同経費の支出について（５月分）
6,930

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市教育委員会　統合認証システム構築業務委託の実施並びに同経費の支出について（５月分）
2,547,792

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 統合認証システム用サーバ機器等一式　長期借入の実施並びに同経費の支出について（５月分）
363,660

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合認証システム用サーバ機器等一式　長期借入の実施並びに同経費の支出について（５月分）
1,041,700

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員勤務情報システム用サーバ装置等一式　長期借入の実施並びに同経費の支出について（５月分）
1,092,630

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等一式　長期借入にかかる経費支出について（5月分）
234,947

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等一式　長期借入にかかる経費支出について（5月分）
473,089

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員情報システム用サーバ機器等　長期借入にかかる同経費の支出について（令和２年度５月分）
435,951

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワーク業務システム用サーバ装置等　長期借入（再借入）の実施並びに同経費の支出について（５月分）
1,409,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 統合認証システムハウジングサービス業務委託　長期継続にかかる経費支出について（5月分）
210,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市教育委員会事務局教育情報ネットワーク統合用回線認証サーバ装置等長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
33,844

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員情報システムハウジングサービス業務委託　長期継続にかかる経費支出について（5月分）
523,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等一式　長期借入にかかる経費支出について（5月分）
454,250

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム等ハウジングサービス業務委託長期継続にかかる経費の支出について（5月分）
2,145,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員情報システムマイナンバー管理用サーバ機器等一式　長期借入の実施並びに同経費の支出について（令和２年度５月分）
12,859

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等一式　長期借入にかかる経費支出について（5月分）
2,515,053

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 令和２年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）の実施並びに同経費の支出について（令和２年５月分）
19,580

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 令和２年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）の実施並びに同経費の支出について（令和２年５月分）
19,580

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務システム用校園端末装置等（校長室等）長期借入にかかる経費支出について（５月分）
3,774,870

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等一式　長期借入にかかる経費支出について（5月分）
926,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務システム用サーバ装置等　長期借入（再借入）の実施並びに同経費の支出について（５月分）
4,205,190

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置長期借入（２回目再借入）にかかる経費支出について（５月分）
451,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等一式　長期借入にかかる経費支出について（5月分）
5,064,311

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育委員会事務局教育情報ネットワーク統合用回線認証サーバ装置等長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
285,926

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システム用サーバ機器等　長期借入にかかる同経費の支出について（令和２年度５月分）
1,574,760

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システムマイナンバー管理用サーバ機器等一式　長期借入の実施並びに同経費の支出について（令和２年度５月分）
30,481

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター教職員研修用パソコン実習室機器一式　長期借入にかかる経費支出について（５月分）
156,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 専門高校　情報処理教育用電子計算機組織一式　長期借入にかかる経費支出について（５月分）
8,460,623

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業に伴うＰｒｏｘｙサーバ長期借入にかかる経費支出について（５月分）
511,720

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 授業用パソコン長期借入にかかる経費支出について（５月分）
7,939,193

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（北ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
3,576,368

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（西ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
3,002,794

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（西ブロック）（その２）長期借入にかかる経費支出について（５月分）
2,566,595

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器一式（東ブロック）　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
8,384,941

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）長期借入にかかる経費支出について（５月分）
3,299,908

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　日本橋小中一貫校及び梅南津守小学校画像転送装置　長期借入の所要経費の支出について（５月分）
16,585

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
451,935

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-北ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
1,255,598

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　大東小学校外３８校画像転送装置　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
226,795
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教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器一式（西ブロック）　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
6,949,836

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入（再リース）にかかる所要経費の支出について（５月分）
113,190

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮ通信機器長期借入にかかる経費支出について（５月分）
877,841

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（南ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
3,444,881

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校教育用コンピュータ機器一式（北ブロック）　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
3,914,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
415,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 電子教材活用環境整備事業　授業用パソコン（H29増学級分）機器一式　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
184,378

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校及び高等学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（東ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
2,940,300

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　学校教育ＩＣＴ活用事業　咲洲みなみ小中一貫校タブレット端末等機器一式長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
951,544

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 電子教材活用環境整備事業　授業用パソコン（増学級分）等機器一式　長期借入にかかる経費支出について（５月分）
143,874

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器一式（南ブロック）　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
7,471,488

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器一式（北ブロック）　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
7,073,138

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　日本橋小中一貫校タブレット端末等機器一式長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
1,226,666

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　梅南津守小学校校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
1,650

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　画像転送装置　長期借入（再リース）にかかる所要経費の支出について（５月分）
602,951

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校及び中学校新規モデル校校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式長期借入にかかる経費支出について（５月分）
103,690

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立天王寺小学校校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入にかかる経費支出について（５月分）
4,125

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立天王寺小学校外２校画像転送装置　長期借入にかかる経費支出について（５月分）
3,630

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（北ブロック）長期借入にかかる契約変更の実施及び同所要経費の支出について（契約変更－１）（５月分）
2,744,162

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立天王寺小学校外２校校内ＬＡＮ通信機器　長期借入にかかる経費支出について（５月分）
20,460

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮサーバ長期借入にかかる経費支出について（５月分）
4,234,752

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　日本橋小中一貫校及び梅南津守小学校校内ＬＡＮ通信機器　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
52,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（南ブロック）（その２）長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
2,783,088

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、高等学校教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
3,641,176

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　大東小学校外３２校追加校内ＬＡＮ通信機器　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
106,607

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-南ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
1,285,570

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-東ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
1,623,160

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　咲洲みなみ小中一貫校外５校　校内ＬＡＮ通信機器　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
72,889

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
91,803

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-西ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
1,349,848

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　咲洲みなみ小中一貫校外５校　画像転送装置　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
33,948

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　堀江小学校校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
2,805

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-東ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
1,507,220

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-南ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
1,285,570

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　大東小学校外３２校追加校内ＬＡＮ通信機器　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
43,433

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（南ブロック）（その２）長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
1,855,392

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　日本橋小中一貫校及び梅南津守小学校校内ＬＡＮ通信機器　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
27,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 電子教材活用環境整備事業　授業用パソコン（H29増学級分）機器一式　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
7,902

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）長期借入にかかる経費支出について（５月分）
1,283,297

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　日本橋小中一貫校及び梅南津守小学校画像転送装置　長期借入の所要経費の支出について（５月分）
10,365

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（南ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
1,640,419

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮ通信機器長期借入にかかる経費支出について（５月分）
404,319

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　学校教育ＩＣＴ活用事業　咲洲みなみ小中一貫校タブレット端末等機器一式長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
901,791

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（北ブロック）長期借入にかかる契約変更の実施及び同所要経費の支出について（契約変更－１）（５月分）
2,352,138

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-西ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
726,842

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮサーバ長期借入にかかる経費支出について（５月分）
1,899,838

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校及び中学校新規モデル校校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式長期借入にかかる経費支出について（５月分）
57,262
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教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式（咲くやこの花中学校追加分）長期借入にかかる契約変更の実施及び所要経費の支出について（５月分）
6,380

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（北ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
2,438,432

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　日本橋小中一貫校タブレット端末等機器一式長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
764,444

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
479,097

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　大東小学校外３８校画像転送装置　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
98,860

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
37,730

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（西ブロック）（その２）長期借入にかかる経費支出について（５月分）
2,016,610

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器一式（東ブロック）　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
3,288,946

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 電子教材活用環境整備事業　授業用パソコン（増学級分）等機器一式　長期借入にかかる経費支出について（５月分）
47,086

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
122,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　咲洲みなみ小中一貫校外５校　校内ＬＡＮ通信機器　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
24,296

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（西ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
2,335,506

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-北ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
913,162

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 授業用パソコン長期借入にかかる経費支出について（５月分）
3,318,922

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　画像転送装置　長期借入（再リース）にかかる所要経費の支出について（５月分）
298,994

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器一式（北ブロック）　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
2,810,451

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　咲洲みなみ小中一貫校外５校　画像転送装置　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
11,669

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器一式（西ブロック）　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
3,583,729

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器一式（南ブロック）　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
3,752,389

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校及び高等学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（東ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
1,470,150

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入（再リース）にかかる所要経費の支出について（５月分）
49,665

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校及び高等学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（東ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
163,350

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、高等学校教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）　長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
316,624

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校　情報処理教育用電子計算機組織一式　長期借入にかかる経費支出について（５月分）
400,977

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入（再リース）にかかる所要経費の支出について（５月分）
7,315

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高等学校　校内ＬＡＮ用パソコン機器一式　長期借入にかかる経費支出について（５月分）
706,536

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システムサーバ機器等　追加借入（長期継続）にかかる経費の支出について（令和２年度５月分）
44,677

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月29日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業タブレット端末 サービスデスク・基盤・資産管理等サービス業務委託にかかる経費支出について（５月分）
51,378,010

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業タブレット端末 サービスデスク・基盤・資産管理等サービス業務委託にかかる経費支出について（５月分）
20,182,774

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業「ファイル暗号化機能」サービス業務委託　長期継続にかかる経費支出について（５月分）
624,671

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業　マイクロソフトＥＥＳ契約（Windows）ライセンス取得・管理等業務委託（長期継続）の経費の支出について（５月分）
1,824,764

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業タブレット端末 サービスデスク・基盤・資産管理等サービス業務委託にかかる経費支出について（５月分）
9,085,716

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業　マイクロソフトＥＥＳ契約（Windows）ライセンス取得・管理等業務委託（長期継続）の経費の支出について（５月分）
946,837

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業「ファイル暗号化機能」サービス業務委託　長期継続にかかる経費支出について（５月分）
281,210

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支出について
321,336,812

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（６月分）の支出について
27,145,365

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（６月期末勤勉分）の支出について
58,939,853

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（５月分）の支出について
57,420

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（５月分）の支出について
20,760

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 教職員の退職手当の支出について
10,373,332

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（５月分）の支出について
1,996,080

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支出について（会計年度任用職員）
12,220,619

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用メンバーズ(旧グループセキュリティ）使用料の支出について（令和２年５月分）
550

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 令和２年度　学校運営支援センター校務支援システム用ハウジングサービス使用料の経費支出について（5月分）
114,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校務支援ICT活用事業及び学校教育ICT活用事業用フレッツＶＰＮゲート接続回線料に係る経費支出について（５月分）
508,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用メンバーズ(旧グループセキュリティ）使用料の支出について（令和２年５月分）
191

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 人事異動に伴う校務支援パソコン移設作業業務委託（グループ５）の実施並びに同経費の支出について
1,058,750
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教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 人事異動に伴う校務支援パソコン移設作業業務委託（グループ４）の実施並びに同経費の支出について
701,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 人事異動に伴う校務支援パソコン移設作業業務委託の実施並びに同経費の支出について
336,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 人事異動に伴う校務支援パソコン移設作業業務委託（グループ１，２，３，６）の実施並びに同経費の支出について
3,095,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用サーバ機器等一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月）
10,289,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（５月分）の支出について
1,111,798

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支出について（会計年度任用職員）
7,702,650

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 教育用インターネットブロバイダ回線使用料の経費支出について（５月分）
826,210

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 情報教育推進事業用インターネット・ハウジング回線使用料の経費支出について（５月分）
185,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 校務支援ICT活用事業及び学校教育ICT活用事業用フレッツＶＰＮゲート接続回線料に係る経費支出について（５月分）
6,690,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 学校教育ＩＣＴ活用事業用光回線通信料の経費支出について（５月分）
6,270

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支出について
7,450,033,418

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（６月期末勤勉分）の支出について
1,364,292,405

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（６月分）の支出について
627,896,924

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（５月分）の支出について
7,621,968

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（５月分）の支出について
2,492,571

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支出について（会計年度任用職員）
18,097,797

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（５月分）
1,120,550

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ２）長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
1,689,474

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ５）長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
1,180,476

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ４）長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
1,582,226

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ１）長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
1,525,560

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ３）長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
1,729,646

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ３）長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
4,035,838

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ５）長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
2,754,443

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ１）長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
3,559,641

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ４）長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
3,691,860

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置（グループ５）追加借入（長期継続）にかかる経費支出について（5月分）
90,816

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置（グループ４）追加借入（長期継続）にかかる経費支出について（5月分）
63,397

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置（グループ３）追加借入（長期継続）にかかる経費支出について（5月分）
102,795

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置（グループ１）追加借入（長期継続）にかかる経費支出について（5月分）
97,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ２）長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
3,942,104

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置（グループ２）追加借入（長期継続）にかかる経費支出について（5月分）
112,585

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支出について
3,957,307,833

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（６月分）の支出について
342,719,335

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（６月期末勤勉分）の支出について
730,582,481

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（５月分）の支出について
1,483,236

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（５月分）の支出について
745,157

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支出について（会計年度任用職員）
5,273,668

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（５月分）
510,840

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ５）長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
710,094

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ４）長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
909,835

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ３）長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
974,704

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ２）長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
864,726

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ１）長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
824,205

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ１）長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
1,923,144

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ５）長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
1,656,887

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置（グループ３）追加借入（長期継続）にかかる経費支出について（5月分）
44,055
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教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置（グループ２）追加借入（長期継続）にかかる経費支出について（5月分）
39,160

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置（グループ４）追加借入（長期継続）にかかる経費支出について（5月分）
82,903

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ２）長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
2,017,696

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置（グループ１）追加借入（長期継続）にかかる経費支出について（5月分）
53,845

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ３）長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
2,274,312

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ４）長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
2,122,949

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置（グループ５）追加借入（長期継続）にかかる経費支出について（5月分）
60,544

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支出について
1,175,881,491

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（６月期末勤勉分）の支出について
219,723,807

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（６月分）の支出について
102,854,760

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（５月分）の支出について
122,569

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（５月分）の支出について
490,803

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支出について（会計年度任用職員）
3,934,915

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（５月分）
75,240

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ６）長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
1,318,218

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ６）長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
3,075,842

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 教育ＩＣＴネットワークシステム統合・利活用推進事業に係る検証用クラウドＳＩＭルータ及びＳＩＭカードの申込並びに所要経費の支出について（令和２年度５月分）
4,378

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 教育ICTネットワークシステム統合・利活用推進事業用インターネット回線の敷設および所要経費の支出について（令和２年度５月分）
6,490

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 教育ICTネットワークシステム統合・利活用推進事業に係る検証用ＳＩＭカードの利用料金支払について（令和２年度４月分）
3,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 園芸用土外購入の支出について
21,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
16,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（４月分）　　　　　　　　　　の支出について
672,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（４月分）　　　　　　　　　　の支出について
12,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 電話使用料（４月分）　　　　　　　　　　の支出について
751

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 電話使用料（４月分）　　　　　　　　　　の支出について
13,613

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ナス　苗　外　購入の支出について
41,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「あたらしいこくご　一上」外　購入の支出について
74,141

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪　３年」購入の支出について
36,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
58,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本　購入の支出について
444,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター　他　購入の支出について
121,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　他購入の支出について
121,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜　他　購入の支出について
43,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ひらがな表　外　購入の支出について
71,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用製版用原紙　購入の支出について
82,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自動火災警報用バッテリー購入の支出について
24,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メダカ外　購入の支出について
28,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸ネット　外　購入の支出について
49,929

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「あたらしいこくご　１上」外　購入の支出について
27,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
21,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定着器ユニット外購入の支出について
34,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画インキ外購入の支出について
330,741

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角型水そう　購入の支出について
19,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書新しい国語１上外購入の支出について
28,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピクチャーカード　購入の支出について
44,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
112,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 問題集「基礎基本英語」購入の支出について
45,360
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪　３年」外購入の支出について
130,833

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グローブ外購入の支出について
88,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　外　購入の支出について
40,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 わたしたちの大阪３年　購入の支出について
20,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 変換アダプター外購入の支出について
249,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「ビックリ！！世界の小学生」外購入の支出について
6,829

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角材外購入の支出について
26,554

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
48,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゼムクリップ外購入の支出について
201,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ガス外　購入の支出について
64,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他　購入の支出について
117,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤外購入の支出について
111,787

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 葉刈鋏　外購入の支出について
13,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書セット「英語６年」外購入の支出について
235,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土外購入の支出について
64,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外　購入の支出について
130,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水泳メッシュキャップ外購入の支出について
102,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペニチュア　苗　外　購入の支出について
58,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 百人一首外購入の支出について
92,079

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤外購入の支出について
351,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修繕部品コントロール基板外購入の支出について
59,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料　外購入の支出について
75,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール　他購入の支出について
44,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外　購入の支出について
107,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用コンパス外の購入の支出について
179,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 牛ふんたい肥　外　購入の支出について
15,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エタノール　外　購入の支出について
83,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　外　購入の支出について
24,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書・教科書購入の支出について
301,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤　外購入の支出について
10,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
53,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗外購入の支出について
33,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土購入の支出について
20,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書指導書購入の支出について
79,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ねんど　他購入の支出について
87,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外　購入の支出について
48,138

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 うさぎのえさ　外購入の支出について
7,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書写水書板外購入の支出について
44,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマウス外　購入の支出について
113,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル腕時計　外購入の支出について
243,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い鉢　外購入の支出について
64,211

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 検知管　外　購入の支出について
39,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油ねんど　外　購入の支出について
57,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 問題集「こくご１年」外購入の支出について
24,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ひまわり種外の購入の支出について
29,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクマット　外　購入の支出について
74,481

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「新しい国語１年上」外購入の支出について
33,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール　外購入の支出について
50,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘチマの種　外　購入の支出について
64,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土外購入の支出について
95,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「新しい国語一上」外　購入の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
90,583

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームベスト外購入の支出について
44,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土外購入の支出について
26,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外　購入の支出について
5,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰水ほか　購入の支出について
91,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外　購入の支出について
91,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カッターナイフ外購入の支出について
13,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボール外購入の支出について
17,567

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホウセンカ　苗　外　購入の支出について
24,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消炎鎮痛シップ外の購入の支出について
58,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業に伴う　苗　外　購入（６／１）の支出について
2,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機インク外購入の支出について
65,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー外　購入の支出について
131,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　外　購入の支出について
93,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水書セット購入の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 枝豆種外購入の支出について
45,859

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふうせんかずら種外購入の支出について
14,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土外購入の支出について
53,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス取換補修の支出について
8,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
58,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
66,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン修理の支出について
77,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
44,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（４月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,197,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 高速回線使用料（４月分）の支出について
15,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（４月分）　　　　　　　　　　の支出について
4,277,147

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「山のちょうじょうの木の」外購入の支出について
62,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おれ、よびだしになる」外購入の支出について
96,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ドレッサー　他購入の支出について
40,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ノート　外購入の支出について
88,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 名札購入の支出について
44,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　他　購入の支出について
97,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンタクトレンズ保存液　外　購入の支出について
9,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼ケント紙外の購入の支出について
97,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布絵の具　外購入の支出について
19,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外購入の支出について
12,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フットボール　外の購入の支出について
73,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 台所用漂白剤　外購入の支出について
128,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台　外　購入の支出について
115,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗　購入（６／１）の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗外購入の支出について
3,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メトロノーム他　購入の支出について
173,225
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
34,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗　外　購入の支出について
3,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　外の購入の支出について
48,169

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スプレーボトル　外の購入の支出について
42,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホイッスル　外　購入の支出について
84,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子マルノコ　外購入の支出について
33,594

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 絵具外購入の支出について
95,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ外購入の支出について
32,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
57,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 雲発生実験機器　他　購入の支出について
106,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トライアングル　外　購入の支出について
63,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土　外購入の支出について
93,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てマスク購入の支出について
89,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
49,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート修理　外の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（４月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,119,353

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（４月分）　　　　　　　　　　の支出について
994,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ外購入の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 雲発生実験機器　他　購入の支出について
71,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクターの購入の支出について
338,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 溶接トーチ　外　購入の支出について
112,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 吊下げ名札ケース購入の支出について
21,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 銅テープ他購入の支出について
9,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルライター用テープカートリッジ他購入の支出について
111,941

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 リチウムイオンバッテリー他購入の支出について
181,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ニチニチソウ他購入の支出について
15,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー封筒他購入の支出について
48,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（４月分）　　　　　　　　　　の支出について
111,418

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（４月分）　　　　　　　　　　の支出について
612,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（４月分）　　　　　　　　　　の支出について
239,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 求人依頼文書送付にかかる郵送料（６／１）の支出について
9,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館天井部漏水補修工事の支出について
319,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室裏排水管補修工事の支出について
339,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正面玄関扉補修工事の支出について
140,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館３階校舎側面漏水補修工事の支出について
216,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 廊下間仕切設置工事の支出について
189,981

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 パーティション購入の支出について
42,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ディスプレイスタンド購入の支出について
46,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 アコーディオン　購入の支出について
100,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 全自動高圧蒸気滅菌機購入の支出について
299,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ソプラノサクソフォン購入の支出について
347,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー　購入の支出について
194,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー　購入の支出について
251,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ＡＥＤハートスタート購入の支出について
181,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 バランス遊具購入の支出について
108,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 顕微鏡　購入の支出について
198,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 卓球台　購入の支出について
63,954
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ＣＤプレイヤー　購入の支出について
67,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラー　購入の支出について
296,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 カスタムクラリネット　購入の支出について
190,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ガス管撤去工事の支出について
8,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料外購入の支出について
68,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 とけいプリント　外　購入の支出について
143,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 傘立て購入の支出について
9,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シールほか購入の支出について
73,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用さんすう両面ブロックセット購入の支出について
26,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンディポンプ外購入の支出について
59,887

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄丸棒　外　購入の支出について
30,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンチ外購入の支出について
62,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 しゃもじ外購入の支出について
253,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆外購入の支出について
69,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 米松材　外購入の支出について
43,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式噴霧器　外　購入の支出について
65,549

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー購入の支出について
94,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル外購入の支出について
159,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　外　購入の支出について
48,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピーマン苗　外　購入の支出について
17,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホテルパン　外　購入の支出について
100,389

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレブラシ　外　購入の支出について
35,959

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外　購入の支出について
23,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管外購入の支出について
38,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タグベルト外購入の支出について
89,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キュウリ苗他購入の支出について
1,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室用　舌圧子外購入の支出について
95,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドホンほか　購入の支出について
176,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水書筆　外　購入の支出について
26,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用手袋外購入の支出について
59,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 次亜塩素酸水スプレー外購入の支出について
61,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイル　外　購入の支出について
26,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス　購入の支出について
17,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかるゴーヤ苗　外購入の支出について
8,151

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 泡立て器　外　購入の支出について
195,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピクチャーカード　外　購入の支出について
111,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
83,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　外　購入の支出について
17,127

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　外購入の支出について
37,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＰＤ錠外購入の支出について
30,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸液外購入の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤　外　購入の支出について
119,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 四線マグネットシート他購入の支出について
161,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土他購入の支出について
54,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニトマト苗他購入の支出について
43,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「みんなの体育１年」外購入の支出について
369,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘチマの苗　外　購入の支出について
29,315
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
177,001

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
160,779

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ　外購入の支出について
190,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
125,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター　外　購入の支出について
3,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆削り　外購入の支出について
66,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカー外　購入の支出について
59,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 脇取盆　外　購入の支出について
90,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　購入の支出について
15,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピアノクリーナー　外　購入の支出について
31,911

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たわし　外７点　購入　の支出について
27,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤプレーヤー　外２点　購入の支出について
69,457

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯の救急保存液　外の購入の支出について
39,567

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「新しい国語一上」外購入の支出について
173,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺外購入の支出について
56,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター用トナーカートリッジ外購入の支出について
39,567

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メダカのエサ外購入の支出について
43,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リトマス試験紙外購入の支出について
106,187

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「みんなの体育１年」外購入の支出について
166,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　外　購入の支出について
124,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙外購入の支出について
399,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土外購入の支出について
27,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本『わたしたちの大阪３年』ほか購入の支出について
98,261

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コーンバー外購入の支出について
129,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピーマンの苗外購入の支出について
33,407

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外　購入の支出について
32,461

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　外　購入の支出について
107,118

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さつまいもの苗外　購入の支出について
88,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外　購入の支出について
40,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアーホウキ外購入の支出について
65,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上皿てんびん他購入の支出について
189,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体温計　購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤデッキ　外購入の支出について
36,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水書板　外　購入の支出について
202,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス補修の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折機修理の支出について
21,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン修理外の支出について
30,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン修理の支出について
42,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 正門扉取手修理の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙裁断機修理の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
18,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫駆除作業業務委託の支出について
52,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おれ、よびだしになる」外購入の支出について
74,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 課題図書「山の頂上の木のてっぺん」外　購入の支出について
70,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　外購入の支出について
71,493

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土購入の支出について
3,960
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アサガオ苗購入の支出について
1,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ランドリーバスケット　外　購入の支出について
107,481

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ニス外購入の支出について
49,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自在ホーキスペア外購入の支出について
144,017

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール外購入の支出について
281,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタラベル外購入の支出について
63,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机外の購入の支出について
301,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープレゼンター外購入の支出について
89,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガステーブルコンロ購入の支出について
20,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇　購入の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式チェーンソー外購入の支出について
37,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール　外　購入の支出について
213,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チェーンソーによる伐採等特別教育受講料　外の支出について
2,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子教材　購入の支出について
101,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トスバッティング用ネット購入の支出について
32,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水中ポンプほか　購入の支出について
57,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗外購入の支出について
4,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 作業用手袋　外　購入の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 醗酵油かす購入の支出について
8,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸　他　購入の支出について
71,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 醗酵油かす購入の支出について
2,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メジャー　外購入の支出について
44,759

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰水　外購入の支出について
64,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外の購入の支出について
112,959

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外　購入の支出について
88,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
60,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 調理バット外購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボールフェンス　外購入の支出について
67,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キャビネット購入の支出について
14,789

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレットアタッチメント　外の購入の支出について
36,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 殺虫剤　外購入の支出について
12,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クランプ　外購入の支出について
32,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子ホイッスル　外購入の支出について
13,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール用作戦盤外購入の支出について
60,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 コンセント取替工事の支出について
13,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 マリンバ修理の支出について
25,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 チェーンソーによる伐採等特別教育受講料　外の支出について
21,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 フレキシブルハードル　他５点購入の支出について
145,079

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 冷蔵庫　外購入の支出について
40,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マイクロメータ―　他購入の支出について
326,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 温度計　他購入の支出について
89,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 理科教材標本処分業務委託の支出について
77,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 温度計　他購入の支出について
69,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２階階段灯分電盤補修工事の支出について
68,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 保管庫　購入の支出について
29,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 園芸用三脚購入の支出について
38,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子式直線ミシン購入の支出について
148,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 卓球台　購入の支出について
70,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン外購入の支出について
92,301

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 水性サインペン幼児用８色用他の購入の支出について
48,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ツルレイシ種・苗　外購入の支出について
26,191

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
94,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外　購入の支出について
218,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪」外購入の支出について
84,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーコピー機用イメージドラム　購入の支出について
58,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外２点購入の支出について
12,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸外購入の支出について
127,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スライドグラス　外７点購入の支出について
70,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水書用筆ペンほか購入の支出について
87,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 乾電池購入の支出について
19,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電卓他購入の支出について
193,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙　外購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キッチンシリコンスプーン　外２点購入の支出について
76,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「算数３年上」　外　購入の支出について
25,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　購入の支出について
2,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「ひばり」外　購入の支出について
189,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　の購入の支出について
104,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体ねんど外購入の支出について
198,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪３・４上」外購入の支出について
74,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外購入の支出について
271,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書外　購入の支出について
272,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
229,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用ワックス　他　購入の支出について
59,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール他購入の支出について
24,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪　３年」外購入の支出について
167,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管外購入の支出について
70,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用副教材「１年算数ドリル上」外購入の支出について
26,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水書筆他購入の支出について
156,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　外購入の支出について
333,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋外購入の支出について
55,123

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　外１４点購入の支出について
60,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外購入の支出について
25,041

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙外購入の支出について
109,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てポリエチレン手袋　外　購入の支出について
218,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外２４点購入の支出について
53,559

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ほうき　外の購入の支出について
109,153

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードディスク　購入の支出について
28,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土外購入の支出について
38,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑巾掛　購入の支出について
12,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷凍冷蔵庫　購入の支出について
41,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土外購入の支出について
20,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 燻煙殺虫剤の購入の支出について
33,099

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオ　外購入の支出について
169,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪３年」外　購入の支出について
27,448
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シュレッダー外購入の支出について
161,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４Ｆ少人数教室ガラス張替工事の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ジョイントボックス補修工事の支出について
44,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
36,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室ボイラー用スイッチ補修の支出について
24,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転かまど修理の支出について
41,817

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 側溝蓋補修の支出について
80,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポータブルワイヤレスアンプ購入の支出について
216,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おれ、よびだしになる」外購入の支出について
36,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ねこと王さま」他購入の支出について
33,499

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかる液肥ほかの購入（６／３）の支出について
2,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レタートレイ外購入の支出について
134,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄部用塗料　外の購入の支出について
52,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 さび止め塗料外購入の支出について
26,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　購入の支出について
9,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 合唱ＣＤ　ほか購入の支出について
51,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リングファイル外購入の支出について
107,906

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーレイプレイヤー外購入の支出について
26,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メトノローム外購入の支出について
37,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式ボール外購入の支出について
187,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗外購入の支出について
27,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　購入の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テニス支柱　外　購入の支出について
283,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアワックスの購入の支出について
34,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
73,393

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
57,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 瞬間ガス湯沸かし器購入の支出について
36,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入試問題データベース　外　購入の支出について
20,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マルチカード　他　購入の支出について
88,077

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 黒つやボール紙外購入の支出について
59,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替工事の支出について
44,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 湯沸器　修繕の支出について
54,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ふきん　外２３点購入の支出について
149,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 フック購入の支出について
8,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管　外　購入の支出について
25,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 全商珠算・電卓実務検定受験に伴う受験料（６／３の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備補修工事の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 技術室電源フロアコンセント漏電補修工事の支出について
391,197

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 印刷機購入の支出について
297,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 作品乾燥棚購入の支出について
68,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スチール書庫購入の支出について
73,013

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ピッコロ外１点の購入の支出について
176,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　給湯器購入の支出について
113,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 温水洗浄便座　購入の支出について
122,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 とびなわ練習台　外購入の支出について
179,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ミラスポンジマット外の購入の支出について
261,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水書ペン外購入の支出について
76,594

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
3,109,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
352,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水書筆ほか購入の支出について
135,301

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耳鏡ほか購入の支出について
161,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイクロホン　外　購入の支出について
42,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機用ホース　購入の支出について
8,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リトマス試験紙外購入の支出について
81,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンばさみ外購入の支出について
29,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
61,001

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗石鹸　他　購入の支出について
60,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
8,217

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外　購入の支出について
911,339

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
112,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「あたらしいせいかつ　上」の購入の支出について
21,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 乾電池外購入の支出について
38,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
148,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大根　種　外購入の支出について
1,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「話す聞くスキル③」購入の支出について
24,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サツマイモ　苗　外購入の支出について
17,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
1,057,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書生きる力４年外購入の支出について
15,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセほか購入の支出について
66,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書　１年　さんすう　ほか　購入の支出について
80,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル温度計　外１３点の支出について
70,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タオルバーほか　購入の支出について
15,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪　３年」購入の支出について
36,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルはがし　外購入の支出について
108,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
47,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼ボール紙　外購入の支出について
278,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土ほか購入の支出について
92,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
27,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
19,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
363,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ろ紙　外購入の支出について
48,799

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
277,277

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　他　購入の支出について
25,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
16,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土　購入の支出について
506,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇　購入の支出について
65,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サンプルケース外の購入の支出について
31,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪３年」他　購入の支出について
215,241

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サンダル　他　購入の支出について
65,843

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ外購入の支出について
45,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール（１２個）購入の支出について
134,719

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール外購入の支出について
88,770
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニス　外　購入の支出について
64,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレブラシ　外　購入の支出について
53,289

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メダカ外の購入の支出について
41,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板　外　購入の支出について
28,351

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪　３年」外購入の支出について
94,947

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
354,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用酸素ガス　外購入の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
449,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーティション　購入の支出について
174,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
1,188,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
22,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸレーザー複合機ほか購入の支出について
105,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 乾電池ほか購入の支出について
30,797

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 四線黒板外購入の支出について
145,653

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニトマト苗　外　購入の支出について
32,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジャム・バター入外購入の支出について
126,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「改訂版　算数習熟プリント」ほか購入の支出について
91,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジほか購入の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボールほか購入の支出について
49,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル　外　購入の支出について
246,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　外　購入の支出について
341,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サクションホース　購入の支出について
27,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
97,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おたま購入の支出について
14,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
5,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 本「ビスケットであそぼう」外購入の支出について
26,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土　外購入の支出について
60,877

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
122,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ　外　購入の支出について
47,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カメラ付き玄関子機購入の支出について
19,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「小学生書写一年」外　購入の支出について
264,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書　あたらしいこくご一上外購入の支出について
61,699

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺外購入の支出について
127,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外　購入の支出について
106,477

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替修理の支出について
5,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ランチルーム網戸補修工事の支出について
52,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え工事の支出について
7,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 増幅器取替修理の支出について
112,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 金庫の修理の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ブラウン管テレビ外リサイクル回収料　外の支出について
6,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ブラウン管テレビ外リサイクル回収料　外の支出について
8,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「おれ、よびだしになる」外購入の支出について
33,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 きゅうり苗外の購入の支出について
14,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外　購入の支出について
345,741

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 室名札　他　の購入の支出について
26,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 台付モーター　外購入の支出について
48,291

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗浄剤外購入の支出について
120,351
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
56,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ絞り器外購入の支出について
89,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土　購入の支出について
466,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
75,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ２方隅金具外　購入の支出について
136,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
41,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本　「図解中学体育」　購入の支出について
65,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コイル実験器外の購入の支出について
156,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テニスボール購入の支出について
36,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
254,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
26,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書外の支出について
36,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
481,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
80,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
11,451

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ購入の支出について
77,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＶキャビネット外購入の支出について
45,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
223,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
13,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニトマト苗外　購入の支出について
41,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「ステップアップ中学体育」購入の支出について
66,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鹿沼土　外　購入の支出について
29,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デザインケント紙方眼　外　購入の支出について
74,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
3,069,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　外　購入の支出について
28,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 電気錠コントローラー取替工事の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館２階男子便所小便器センサー取替補修工事の支出について
97,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館３Ｆ身障者用トイレ内洗面台漏水外工事の支出について
55,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
26,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
31,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「天使のにもつ」外購入の支出について
7,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
17,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン用フットコントローラー　購入の支出について
30,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外　購入の支出について
14,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
58,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
38,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
21,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室黒板塗替え工事の支出について
9,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 今津運動場使用料６月分（６／４）の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多目的トイレウォシュレット補修工事の支出について
104,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室元バルブ取替修理工事の支出について
551,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 鑑賞池ろ過装置補修工事の支出について
154,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上プール教官室給水設備補修工事の支出について
268,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 絵画作品乾燥棚購入の支出について
69,520
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オルガン購入の支出について
157,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコピー機購入の支出について
64,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ラインパウダーボックス購入の支出について
60,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オージオメータ購入の支出について
117,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 作品乾燥棚購入の支出について
144,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 テレビ台購入の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ　購入の支出について
135,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 外装用ウレタン樹脂塗料　外の購入の支出について
32,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 携帯型翻訳機　購入の支出について
21,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「わくわく算数３上」外購入の支出について
154,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボール外購入の支出について
158,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キュウリの苗外購入の支出について
2,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外購入の支出について
66,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　外購入の支出について
38,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業に伴うバーク堆肥購入（６／５）の支出について
7,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土　購入の支出について
33,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 太字用筆　外　購入の支出について
52,217

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかる苗及び土購入（６／５）の支出について
3,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
68,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「新しい国語一上」外　購入の支出について
85,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子外５点の購入の支出について
142,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石けん液　外購入の支出について
80,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ひまわりの苗外購入の支出について
18,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコールランプ外購入の支出について
194,837

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミングロボット外購入の支出について
226,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 噴霧器購入の支出について
16,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 わたしたちの大阪３年　外購入の支出について
282,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
70,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
147,766

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つり下げ名札外購入の支出について
396,897

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「リコーダーのおけいこ」外購入の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 経口補水液　購入の支出について
3,101

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おはじきセット　外　購入の支出について
252,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光ネット購入の支出について
42,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニソフトバレー外購入の支出について
84,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイル　外　購入の支出について
77,907

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
24,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 格子ふきん外購入の支出について
49,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量黒板　外　購入の支出について
181,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フォルダースタンド外購入の支出について
50,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
149,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カスタネット　外１２点　購入の支出について
215,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（４月分）　　　　　　　　　の支出について
1,271,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書　購入の支出について
183,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤外購入の支出について
47,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活化学習図鑑外購入の支出について
93,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書購入の支出について
23,444
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「あたらしいこくご一上」外　購入の支出について
54,527

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ絞り器　外　購入の支出について
149,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土　外　購入の支出について
266,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マッチ　外　購入の支出について
62,241

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 きゅうりの苗外購入の支出について
7,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　外　購入の支出について
22,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　外購入の支出について
135,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ　外購入の支出について
126,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　外　購入の支出について
45,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋（３０Ｌ）外購入の支出について
35,389

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バーク堆肥外　購入の支出について
31,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニソフトバレーボール外購入の支出について
57,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外１６点　購入の支出について
236,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
21,118

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ漏水補修工事の支出について
40,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３号階段電源補修工事の支出について
72,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
28,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
40,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン修理の支出について
38,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
27,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシンの修理にかかる支出について
29,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「タヌキのきょうしつ」外購入の支出について
54,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟の会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費納入の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費納入の支出について
31,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の納入の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支払の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟　会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費納入の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の納入の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟　会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪小学校体育連盟　会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 小学校体育会連盟費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟の会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費納入の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費納入の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費納入の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費　納入の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤプレーヤー　購入の支出について
16,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 彫塑用金属着色剤　外　購入の支出について
54,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（４月分）　　　　　　　　　の支出について
442,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
112,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナーカートリッジ外　購入の支出について
160,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルカリ乾電池９Ｖ形　ほか購入の支出について
101,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 はっぴ　購入の支出について
207,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ルーパーファスナー外購入の支出について
30,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
43,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教授用複製資料外購入の支出について
314,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホームベース　外　購入の支出について
197,263

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事務用椅子外購入の支出について
14,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ピアノ椅子　他購入の支出について
97,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙雷管外購入の支出について
176,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 優勝カップ購入の支出について
36,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 美術資料集の購入の支出について
28,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　ほか　購入の支出について
59,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 しゃもじ　外購入の支出について
25,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
26,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
97,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 音楽室ＧＨＰ清掃業務委託の支出について
33,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 事務用椅子外購入の支出について
18,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オーディオシステム購入の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（４月分）　　　　　　　　　の支出について
27,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 テープカートリッジ外購入の支出について
25,278

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内放送スピーカー配線　補修工事の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室照明器具取替補修工事の支出について
949,399

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスミキサー購入の支出について
51,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 低位置ホワイトボード購入の支出について
87,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 薬品戸棚購入の支出について
94,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 大型テレビモニター（台付）購入の支出について
111,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 流水実験器　購入の支出について
51,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 培養土　外　購入の支出について
29,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
7,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
70,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
3,891

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 手洗い石けん液他の購入の支出について
14,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
7,783

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援姿勢保持用クッション外　購入の支出について
75,059

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
50,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール温度計　外購入の支出について
11,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習用シール外購入の支出について
100,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ひまわりの種、他購入の支出について
59,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 琉球あさがお苗購入の支出について
7,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
211,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 材木外購入の支出について
43,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 金ザル　外　購入の支出について
179,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪　３年」　購入の支出について
22,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルホルダー　外購入の支出について
42,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
1,502,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土外６点購入の支出について
25,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台　外の購入の支出について
88,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
31,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカーリッジ購入の支出について
21,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土、他購入の支出について
93,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙外購入の支出について
173,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料購入の支出について
41,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
15,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
2,034,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管　ほか　購入の支出について
42,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書　購入の支出について
56,379

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗他購入の支出について
19,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　外購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作業用ヘッドライト購入の支出について
9,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土購入の支出について
22,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪」購入の支出について
47,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ外購入の支出について
143,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカー外７点購入の支出について
109,692
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 机椅子用脚キャップ購入の支出について
31,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水書板　外購入の支出について
288,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シールほか　購入の支出について
59,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科書　国語一上　外の購入の支出について
58,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　外購入の支出について
332,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 机椅子用脚キャップ購入の支出について
15,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジマット外購入の支出について
120,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター　購入の支出について
44,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てプラスチック手袋購入の支出について
19,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラディッシュ（ハツカダイコン）　他　購入の支出について
40,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三角コーン外購入の支出について
34,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤデッキ外　購入の支出について
110,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗さつまいも外購入の支出について
61,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　外　購入の支出について
52,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 室内環境配慮形水性つや消し塗料他購入の支出について
45,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグシート黒板購入の支出について
57,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレットドリル購入の支出について
134,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おおなわとび外購入の支出について
163,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花や野菜の土　外購入の支出について
23,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク外購入の支出について
160,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オフィスチェア　購入の支出について
8,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　外　購入の支出について
185,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール書庫、他購入の支出について
274,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラ板　外　購入の支出について
49,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テープカートリッジ外購入の支出について
36,183

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 次亜塩素酸液　外　購入の支出について
42,471

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用培養土他購入の支出について
37,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書（国語）購入の支出について
28,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（４月分）　　　　　　　　　　の支出について
18,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具不良個所（ＬＥＤ照明に）修理工事の支出について
50,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３階トイレ漏水補修の支出について
59,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入れ替え工事の支出について
22,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 大型液晶テレビ修理の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 上下式ホワイトボード修理の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 更衣室出入口錠の修理の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スライサー刃修理（研磨含）外　の支出について
29,403

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 丁合機購入の支出について
396,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ビデオカメラ外購入の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「月と珊瑚」外購入の支出について
35,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
34,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用　マスター　購入の支出について
139,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
746,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他　購入の支出について
42,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プラカード購入の支出について
19,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 給食着外購入の支出について
68,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 衣装ケース外購入の支出について
39,850
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
38,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール外購入の支出について
43,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン　外購入の支出について
15,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス外購入の支出について
102,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビート板外購入の支出について
110,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
46,701

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 はさみ外購入の支出について
51,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
27,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
462,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「ＮＥＷ　ＨＯＲＩＺＯＮ３」　購入の支出について
28,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 壁面補修工事の支出について
40,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動穴あけパンチ修理の支出について
18,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル運搬料・手数料の支出について
1,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル運搬料・手数料の支出について
3,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ビート板外購入の支出について
175,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックコートフィルム外購入の支出について
289,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネーター外購入の支出について
47,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
113,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードイレイザー　他購入の支出について
43,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアケース　購入の支出について
47,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ホース　ほか　購入の支出について
97,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 模擬実践書式購入の支出について
62,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　他購入の支出について
53,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
68,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
75,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 「進路の手引き」印刷の支出について
61,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン　他購入の支出について
57,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 廊下グランド上がり小口段補修工事の支出について
100,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館照明補修工事の支出について
799,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス修繕工事の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館床ライン引き工事の支出について
396,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 美津島中学校硝子入替工事の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校庭給水用止水栓漏水補修工事の支出について
330,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポスターカラー他購入の支出について
21,945

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ひまわり種外購入の支出について
24,183

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯購入の支出について
18,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
42,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図形練習ボード外購入の支出について
20,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易残留塩素試験紙　外　購入の支出について
14,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボンド木工用　外購入の支出について
171,403

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター外購入の支出について
127,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「新しい国語　五」外　購入の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体石鹸２０ｋｇ　外購入の支出について
19,723

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム管外の購入の支出について
194,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語ドリル購入の支出について
37,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニューテラコッタ外購入の支出について
127,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ外購入の支出について
153,153
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バトン外購入の支出について
142,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 移植ゴテ　外　購入の支出について
50,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　購入の支出について
84,217

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　外購入の支出について
3,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＥＤランプ購入の支出について
53,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（４月分）　　　　　　　　　の支出について
2,535,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カセットボンベ外購入の支出について
137,989

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニほうき外購入の支出について
37,103

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語辞典購入の支出について
29,683

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さつまいもの苗　外購入の支出について
14,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗（ミニトマト）外購入の支出について
30,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耳鏡　外購入の支出について
99,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　外　購入の支出について
22,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 残留塩素試験試薬　ほか購入の支出について
95,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー外購入の支出について
160,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩコード他購入の支出について
81,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チャング張替用革　外　購入の支出について
31,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニガウリの苗　外　購入の支出について
3,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折りたたみ得点板　外購入の支出について
68,453

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校用手洗石鹸　外購入の支出について
88,837

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 針金　外　購入の支出について
140,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミングロボット他購入の支出について
294,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー用紙Ａ４　外　購入の支出について
96,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校用オルガン　外購入の支出について
62,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクタ用ランプ　購入の支出について
32,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水平ガマボビン外購入の支出について
123,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミングロボット購入の支出について
316,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「新しい国語三　上　指導編」外購入の支出について
147,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸ネット　外　購入の支出について
232,023

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 廃トナーボックス外購入の支出について
114,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
68,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
125,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤外購入の支出について
8,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸外購入の支出について
178,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰水　外購入の支出について
32,991

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外購入の支出について
177,566

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液外購入の支出について
18,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 竹ひご外購入の支出について
82,789

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トンボじょうろ外購入の支出について
19,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ他購入の支出について
104,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤他購入の支出について
62,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油ねんど購入の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土外購入の支出について
55,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
135,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
28,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかる消耗品購入（６／１０）の支出について
4,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ購入の支出について
22,880
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ５年英語テストＡＳ１学期外購入の支出について
62,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バレン外購入の支出について
176,414

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関電気錠補修工事の支出について
25,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
31,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
30,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜　修理の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定業務委託の支出について
71,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 学校用オルガン　外購入の支出について
203,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おれ、よびだしになる」外購入の支出について
16,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「タヌキのきょうしつ」外　購入の支出について
31,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「タヌキのきょうしつ」外　購入の支出について
35,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー補講　受講料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 特別教育講習受講料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 管理作業員特別講習伐木チェーンソー補講受講料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪府冷凍設備保安協会　令和２年度会費の支出について
35,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 点眼びん　外　購入の支出について
18,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 計測と制御キット　外　購入の支出について
309,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（４月分）　　　　　　　　　の支出について
968,717

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　外購入の支出について
247,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
48,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックスの購入の支出について
61,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外購入の支出について
76,087

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土外購入の支出について
23,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キーボードケース外　購入の支出について
55,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ちりめん木目込みまり外購入の支出について
55,717

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 こて先　外　購入の支出について
13,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ティンパニマレット　外購入の支出について
61,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エタノール製消毒液　購入の支出について
7,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機購入の支出について
10,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スプレーボトル　購入の支出について
26,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス外購入の支出について
44,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポイントマーカー　外購入の支出について
107,118

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台購入の支出について
26,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄工ドリル　外購入の支出について
53,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰石外購入の支出について
48,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「現代の国語１」　外購入の支出について
34,537

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アイロン外購入の支出について
129,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 硫化用コイル　外　購入の支出について
58,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 滅菌パッド外購入の支出について
48,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カル外購入の支出について
27,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ドアクローザー取替補修工事の支出について
34,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 カラス営巣撤去作業にかかる業務委託の支出について
110,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 模擬実践書式「注文書・注文請書」外　購入の支出について
9,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（４月分）　　　　　　　　　の支出について
212,743

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス外　購入の支出について
158,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電気錠補修工事の支出について
77,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 テレビ（５０型）購入の支出について
118,920
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 紙折り機購入の支出について
319,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 カウンター購入の支出について
63,811

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 卓球台購入の支出について
93,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ミシン　購入の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 鉄製ベッド　購入の支出について
131,879

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 インパクトドライバ　購入の支出について
48,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 薬品庫購入の支出について
306,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
239,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタル顕微鏡　購入の支出について
176,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ　購入の支出について
55,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電動２穴パンチ購入の支出について
60,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　図書管理用ノートパソコン購入の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジカメ購入の支出について
42,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
10,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 壁掛け時計購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
4,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉢底石外購入の支出について
39,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アルコール消毒液購入の支出について
27,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
33,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用Ｎ２ガス外の購入の支出について
96,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さび止め一液　外　購入の支出について
52,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジたわし外購入の支出について
34,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトル他の購入の支出について
42,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「算数３上」外　購入の支出について
30,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり外購入の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「新しい国語三上」外購入の支出について
59,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本　わたしたちの大阪３・４年上購入の支出について
85,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール　外４点購入の支出について
38,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手提げ金庫　購入の支出について
56,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ再生機外購入の支出について
51,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カスタネット　購入の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡　外購入の支出について
24,183

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ガス酸素外　購入の支出について
72,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかる経費（６／１０）の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
48,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工作糊外購入の支出について
244,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
48,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
77,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 １液ファインウレタン他の購入の支出について
156,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニトマトの苗　外　購入の支出について
69,047

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓上木琴　購入の支出について
63,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
1,606,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「みんなのうた」の購入の支出について
24,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機インク　外　購入の支出について
138,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪・３年」他の購入の支出について
139,603
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絆創膏　外　購入の支出について
89,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＥＤ蛍光灯　外の購入の支出について
115,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗外購入の支出について
2,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
24,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板　外　購入の支出について
22,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 回転コート掛け外購入の支出について
38,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計の購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土購入の支出について
1,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外の購入の支出について
365,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ひょうたん苗　外　購入の支出について
32,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉢底石外　購入の支出について
26,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書　購入の支出について
393,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水書板外　購入の支出について
203,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書あたらしいこくご１上外購入の支出について
202,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーコーン　外８点購入の支出について
175,373

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援用図書ことばの習熟プリントほか購入の支出について
24,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホウセンカの苗　外購入の支出について
23,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　購入の支出について
33,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
35,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
1,898,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液　購入の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　購入の支出について
5,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール除菌スプレー他購入の支出について
95,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
72,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 手洗い排水管補修工事の支出について
31,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 消火水槽ボールタップ補修工事の支出について
61,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 音楽室漏電修理の支出について
25,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２・３階エレベーターホール防火扉補修工事の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動台キャスター取替補修の支出について
47,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
100,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
33,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼き物機　修理の支出について
37,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 包丁まな板殺菌庫点検の支出について
8,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「月と珊瑚」外　購入の支出について
33,499

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コーナープレート　外　購入の支出について
224,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール外購入の支出について
102,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体温計購入の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　Ｂ４購入の支出について
42,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
4,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
16,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性接着剤　外　の購入の支出について
22,594

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックスタンド外購入の支出について
224,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 名札購入の支出について
1,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤外購入の支出について
35,938
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 単管パイプ外購入の支出について
166,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 台所用漂白剤　外　購入の支出について
20,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
679,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鯉の餌　ほか購入の支出について
139,542

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミホイル外購入の支出について
48,399

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
11,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
948,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業実施にかかる花と野菜の土の購入の支出について
4,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野球ボール購入の支出について
22,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室洗面台詰り修理工事の支出について
10,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
24,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
217,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計購入の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
21,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
60,931

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用エタノール　購入の支出について
21,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コードレスクリーナー購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
114,419

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 普通教室棟（南館）４階１－４教室放送設備工事の支出について
66,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具補修工事の支出について
45,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館３階教室床補修工事の支出について
253,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東館３階手洗い場出水不良補修工事の支出について
167,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３階手洗い場給水管漏水補修工事の支出について
220,418

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室照明器具補修工事の支出について
199,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 第一体育館床補修工事の支出について
429,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 放送室鍵補修工事の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 電話機移設工事の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ハンドゴール　ほか購入の支出について
207,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 五線白板　購入の支出について
69,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　印刷製本費 令和２年度幼稚園要覧作成にかかる印刷代の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 コピー使用料（４月分）　　　　　　　　　の支出について
12,482

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 黒板　外　購入の支出について
184,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニトマト苗　外　購入の支出について
164,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク外購入の支出について
136,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
49,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
166,367

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピンセットルーペ　ほか　購入の支出について
65,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナー購入の支出について
20,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管外購入の支出について
111,001

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアホーキ他購入の支出について
24,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 中心温度計外購入の支出について
28,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台外購入の支出について
35,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電気ポット　外の購入の支出について
17,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（４月分）　　　　　　　　　の支出について
4,564,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語教材「読解ワーク１－①」他　購入の支出について
49,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「たのしいけんばんハーモニカ」購入の支出について
19,040
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書購入の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サツマイモ苗　外　購入の支出について
23,867

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（Ｂ５）　購入の支出について
32,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗　外　購入の支出について
2,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　外購入の支出について
48,037

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪上３年」購入の支出について
45,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤他購入の支出について
74,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
31,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイル外購入の支出について
44,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土他の購入の支出について
394,218

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体温計購入の支出について
68,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベルトサンダ　外購入の支出について
142,213

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「あたらしい国語一上」他購入の支出について
110,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
63,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
147,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール他の購入の支出について
77,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外購入の支出について
82,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 とうもろこし苗外購入の支出について
14,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛扇風機３台購入の支出について
34,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジワイパー　スペア　外　購入の支出について
127,061

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかる肥料　外購入（６／１１）の支出について
8,041

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修繕作業用鋼材　他購入の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リチウムイオンバッテリ　外購入の支出について
18,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　購入の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジョイントクッション外購入の支出について
27,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＳＢ－Ｃ　ＨＤＭＩ変換アダプタ　外購入の支出について
102,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティンパニマレット　外購入の支出について
21,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 交換式クリアブック外購入の支出について
38,661

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機インク外購入の支出について
205,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スライドグラス　他　購入の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子レンジ　購入の支出について
10,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　外の購入の支出について
55,093

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミュージックベル　外購入の支出について
80,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　購入の支出について
43,786

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
29,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 授業用ピクチャーカード外購入の支出について
137,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドソープ　外　購入の支出について
107,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵具　外　購入の支出について
385,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液　外　購入の支出について
20,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
103,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
284,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　外購入の支出について
44,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　外購入の支出について
59,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耳鏡外購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リングファイル外購入の支出について
62,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙　他　購入の支出について
128,791

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き　外　購入の支出について
64,064
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 音符シール外購入の支出について
158,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管購入の支出について
69,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁　外購入の支出について
62,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型　体温計の購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙　外　購入にかかる支出について
72,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗かぼちゃ外購入の支出について
33,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はさみ　他　購入の支出について
73,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 創傷保護用吸収パッド他購入の支出について
10,959

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルプリンター用テープ　外購入の支出について
63,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食用栄養白板　外　購入の支出について
28,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「国語　１上」外購入の支出について
51,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（４月分）　　　　　　　　　　の支出について
8,958,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（４月分）　　　　　　　　　　の支出について
8,842,677

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（４月分）　　　　　　　　　　の支出について
9,047,489

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（４月分）　　　　　　　　　　の支出について
9,792,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４階西女子トイレＦＶ不良補修工事の支出について
36,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 引違戸補修工事の支出について
37,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 錠前修理の支出について
32,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
60,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 第２運動場除草作業業務委託の支出について
137,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去清掃など業務委託の支出について
104,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電気ポット　外の購入の支出について
62,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ねこと王さま」外　購入の支出について
34,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　月と珊瑚　他の購入の支出について
34,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館図書「ねこと王さま」外　購入の支出について
71,913

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤМＩケーブル　外　購入の支出について
23,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書室用ソフト情報ＢＯＸ　ｖｅｒ．７購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンターインクカートリッジ　外　購入の支出について
120,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験用ガスミニコンロ外購入の支出について
41,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷インク外購入の支出について
266,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バッテリー外購入の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用椅子外購入の支出について
161,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光カーテン　購入の支出について
40,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 べニヤ板外　購入の支出について
12,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インパチェンス外購入の支出について
20,559

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスポータブルスピーカー　他　の購入の支出について
75,881

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤデッキ　他　購入の支出について
43,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スチールウール　外　購入の支出について
117,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アンダーデスクワゴン外購入の支出について
126,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 穴あきゴム栓　他　の購入の支出について
18,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光管購入の支出について
22,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル絵の具購入の支出について
15,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球用ボール購入の支出について
44,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチックピンセット　外購入の支出について
41,675
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（４月分）　　　　　　　　　の支出について
2,214,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 両面テープ　外　購入の支出について
252,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアポケットファイル　ほか購入の支出について
89,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 歯の保存液　外の購入の支出について
36,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（４月分）　　　　　　　　　　の支出について
8,199,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（４月分）　　　　　　　　　　の支出について
8,319,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館１階理科準備室２破損ガラス入替工事の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 教室業務用エアコン清掃作業手数料の支出について
21,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 フロンガス回収業務委託料の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スチールロッカー購入の支出について
98,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液　購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 テニスラケット外　購入の支出について
197,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドソープ外購入の支出について
36,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（４月分）　　　　　　　　　の支出について
543,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ポータブルＣＤプレーヤー　ほか　購入の支出について
18,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コードレス掃除機　購入の支出について
13,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー　外　購入の支出について
27,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 液肥　外　購入の支出について
37,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスコンロ　外　購入の支出について
57,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引き　印刷の支出について
54,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（４月分）　　　　　　　　　　の支出について
8,013,879

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 横切り盤修理の支出について
8,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 スカラモービル　修理の支出について
57,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 かんな盤刃研ぎ・替刃交換の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館屋上染色用水槽給排水管漏水修繕工事の支出について
204,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎１階引戸取替補修工事の支出について
198,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレフラッシュバルブ補修工事の支出について
52,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 男子小便器漏水補修工事の支出について
104,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室空調機補修工事の支出について
319,143

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館２、３階身障者便所フラッシュバルブ補修工事の支出について
33,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 非常放送用設備補修工事の支出について
135,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自火報設備補修工事の支出について
190,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館　屋外配管詰まり補修工事の支出について
195,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 格技室高所暗幕他補修工事の支出について
297,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東館３階廊下漏水　補修工事の支出について
297,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 第１音楽室カーテン補修工事の支出について
138,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 トイレ電灯センサースイッチ設置工事の支出について
198,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 分校校内インターホン取付配線工事の支出について
308,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ルーター　購入の支出について
313,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ミシン購入の支出について
148,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ブロワ　購入の支出について
50,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ニューパワー誘導コイル　購入の支出について
82,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 園芸用土購入の支出について
6,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 消毒液の購入の支出について
8,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ペチュニア（苗）外　購入の支出について
38,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 野菜苗等の購入の支出について
8,120
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 ガス使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
274,183

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
142,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルストップウォッチ外購入の支出について
197,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタイラスペン外購入の支出について
58,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「新しい国語　指導編　５年」　購入の支出について
6,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 田土外購入の支出について
37,281

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外の購入の支出について
56,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性艶消　外　購入の支出について
144,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　他　購入の支出について
39,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸外の購入の支出について
104,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート黒板　外　購入の支出について
114,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ外購入の支出について
56,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙Ａ４外の購入の支出について
45,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 豆杓子　外　購入の支出について
143,587

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 乾電池外購入の支出について
42,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット　外　購入の支出について
23,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電気アイロン　外　購入の支出について
87,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール外購入の支出について
133,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　外　購入の支出について
151,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル水槽外　購入の支出について
53,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドマーク外購入の支出について
70,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
87,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他購入の支出について
45,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 合板他の購入の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「新しい国語３上」外購入の支出について
66,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「あたらしいこくご　一上」外購入の支出について
317,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール購入の支出について
63,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トング　外　購入の支出について
163,451

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長縄　外　購入にかかる支出について
32,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外　購入の支出について
35,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーブック外購入の支出について
91,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木蓋購入の支出について
24,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土の購入の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ５０ｍ巻尺　外購入の支出について
113,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計の購入の支出について
15,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 円の面積説明器外購入の支出について
157,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土購入の支出について
25,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本わたしたちの大阪３年外購入の支出について
217,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
49,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
225,889

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネーター購入の支出について
12,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス　外購入の支出について
50,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレブラシ外　購入の支出について
35,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ外購入の支出について
17,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管他購入の支出について
89,131

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニコンプレッサー購入の支出について
18,590
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋外購入の支出について
31,809

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート黒板　外　購入の支出について
33,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シナベニヤ　外　購入の支出について
110,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル外購入の支出について
78,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷凍冷蔵庫　購入の支出について
43,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ひまわりの種　外購入の支出について
13,101

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管ハンドル部　外　購入の支出について
200,511

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 時計模型外購入の支出について
12,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防藻剤購入の支出について
26,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター購入の支出について
53,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　他　購入の支出について
176,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「国語　１上」外購入の支出について
68,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 有機系殺菌消毒剤　購入の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷製版用紙　購入の支出について
209,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 乾電池購入の支出について
20,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネーターフィルム外購入の支出について
60,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　購入の支出について
56,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　他　購入の支出について
70,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用スリッパ　外　購入の支出について
31,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動鉛筆削り器　外　購入の支出について
98,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テープのり外購入の支出について
185,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪　３年」外購入の支出について
168,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水酸化ナトリウム水溶液外購入の支出について
47,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　外購入の支出について
57,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ購入の支出について
24,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール　ほかの支出について
50,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体操リング整理台外購入の支出について
185,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書　購入の支出について
4,425,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液　購入の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーテスト　購入の支出について
82,599

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
214,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター、他購入の支出について
89,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル温度計　外購入の支出について
166,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルテープカートリッジ外購入の支出について
110,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 濡れタオル　外　購入の支出について
82,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食白衣セット購入の支出について
99,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン　購入の支出について
186,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 速乾性手指消毒剤　購入の支出について
146,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤外購入の支出について
30,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール外購入の支出について
57,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ドライバー　外　購入の支出について
132,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型電子体温計　外　購入の支出について
37,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カゴ　購入の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指サック外購入の支出について
39,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学力向上対策問題集の購入の支出について
382,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教育用ロボット（１０台）　購入の支出について
124,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール購入の支出について
26,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪３年」外７点購入の支出について
271,503

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外　購入の支出について
116,534

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオ購入の支出について
36,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布外　購入の支出について
38,491

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自在ホーキスペア外購入の支出について
36,641

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙外購入の支出について
165,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーファイル外の購入の支出について
85,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤカード他の購入の支出について
254,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 黒土　外　購入の支出について
15,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
123,777

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアブック外の購入の支出について
44,341

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホース外購入の支出について
24,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗　外購入の支出について
12,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛扇風機　購入の支出について
89,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール殺菌消毒剤購入の支出について
20,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用手袋購入の支出について
23,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
195,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石けん液購入の支出について
19,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体温計　非接触型購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノート黒板外　購入の支出について
317,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 日本地図パズル外購入の支出について
73,887

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動鉛筆削り外購入の支出について
92,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印外購入の支出について
80,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台外購入の支出について
71,841

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケット　外　購入の支出について
318,554

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪上」他購入の支出について
195,641

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外　購入の支出について
128,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンドミスト（４台）購入の支出について
50,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援の算数教材　外　購入の支出について
246,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 記録用紙外　購入の支出について
213,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外購入の支出について
87,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 亀甲ゴムサッカーボール外購入の支出について
17,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体温計　非接触型　購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 算数ブロック　外　購入の支出について
138,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大漁カゴ　外購入の支出について
82,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外購入の支出について
83,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｄリングファイル　外購入の支出について
17,534

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋　購入の支出について
6,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
247,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘着メモ外購入の支出について
184,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトドッジボール外購入の支出について
131,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カスタネット　外　購入の支出について
103,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 入学式にかかる壇上用盛り花購入（６／１２）の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス購入の支出について
137,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 集成材　購入の支出について
82,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計の購入の支出について
54,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書　購入の支出について
6,401

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ひらがなカード　外購入の支出について
98,659

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 時間割表　外の購入の支出について
213,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示用ワークネーム　外　購入の支出について
269,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 入学式盛花購入（６／１４）の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗　外　購入の支出について
4,037

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管他購入の支出について
25,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗いチェッカー購入の支出について
16,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
8,698,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス栓取換補修工事の支出について
10,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎接合部天井補修の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内インターホン配線補修工事の支出について
30,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室回転釜ガス栓取替工事の支出について
12,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターホン修理の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル印刷機の修理の支出について
38,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
10,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
86,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル回収料の支出について
3,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル回収料の支出について
7,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 蜂等害虫及び植物除去　業務委託の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ外購入の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ５０ｍ巻尺　外購入の支出について
58,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ドッジボール　ほかの支出について
80,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おれ、よびだしになる」外購入の支出について
31,427

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「タヌキのきょうしつ」外　購入の支出について
17,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「タヌキの教室」外　購入の支出について
33,499

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「タヌキのきょうしつ」外購入の支出について
32,351

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市小学校体育連盟会費の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ　外　購入の支出について
59,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キャビネットワゴン　外　購入の支出について
101,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸外購入の支出について
89,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クロスロードゲーム購入の支出について
15,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール外購入の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｂ４ＰＰＣ用紙　外購入の支出について
125,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 仕立て旗外購入の支出について
84,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆外購入の支出について
39,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　購入の支出について
12,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バット用グリップテープ　外　購入の支出について
282,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆外購入の支出について
22,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「中学生の道徳」外の購入の支出について
15,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺　外　購入の支出について
31,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カッターマット　外　購入の支出について
23,903

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「中学書写」　外購入の支出について
12,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　外購入の支出について
14,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　外　購入の支出について
70,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（Ａ４）外　購入の支出について
169,460
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　外　購入の支出について
88,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
34,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜　外　購入の支出について
27,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトル外購入の支出について
84,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 買い物カゴ　外購入の支出について
86,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリームクレンザー外購入の支出について
37,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 放電記録紙　外購入の支出について
285,751

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 救急三角巾外購入の支出について
53,417

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き　外購入の支出について
36,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋外購入の支出について
96,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 乾電池外購入の支出について
17,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 土砂落としマット　外　購入の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生物顕微鏡、外購入の支出について
184,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 竹刀　外　購入の支出について
56,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「新編　新しい数学１」外の購入の支出について
193,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペンキ購入の支出について
18,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 乾電池　購入の支出について
16,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「蛍」外購入の支出について
24,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レタリング字典他購入の支出について
45,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニバット　外の購入の支出について
142,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 剣道防具（中）外　購入の支出について
154,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塩酸外購入の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー外購入の支出について
31,517

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー用紙　購入の支出について
39,347

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 踏み台外の購入の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機インク　外　購入の支出について
147,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テープのり　他　購入の支出について
51,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化用ゴーヤ苗外購入の支出について
14,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール　外購入の支出について
41,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗外購入の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 元止め式湯沸器購入の支出について
34,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 角パイプ　外　購入の支出について
56,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトル他　購入の支出について
80,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール外購入の支出について
77,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター用トナーカートリッジの購入の支出について
122,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶ディスプレイ　他　購入の支出について
17,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け扇風機の購入の支出について
19,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗いせっけん　外　購入の支出について
27,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ロックミシンの購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,431,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 管理作業員室エアコン修理の支出について
47,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プログラムタイマー修理の支出について
55,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂放送設備修理の支出について
27,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 職員室給湯器修理の支出について
65,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
52,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除作業　業務委託の支出について
32,780
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ハンドボールゴール購入の支出について
167,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式クリーナー　他　購入の支出について
37,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 タイルカーペット　購入の支出について
56,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフト購入の支出について
40,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 塗装コンパネ　購入の支出について
16,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー外　購入の支出について
70,213

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 延長高圧ホース外購入の支出について
26,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 製図用ケント紙外　購入の支出について
109,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書の購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 木材の購入の支出について
63,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スプレーのり外購入の支出について
115,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｄ－Ｓｕｂ１５ピンケーブル　外　購入の支出について
14,113

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 高濃度アルコール　購入の支出について
41,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋　外　購入の支出について
45,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液　購入の支出について
53,119

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ディスポーザブル舌圧子　外６点購入の支出について
30,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 名刺シート外購入の支出について
65,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　食糧費 名刺シート外購入の支出について
2,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,707,567

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３号館２階窓ガラスの補修工事の支出について
6,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替補修工事の支出について
83,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験入学の資料送付に伴う郵送料（６／１２）の支出について
21,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食系統埋設給水管漏水補修工事の支出について
507,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 特別教室棟防水補修工事の支出について
275,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室床張り替え工事の支出について
124,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館南側ブロック塀補修工事の支出について
124,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール倉庫出入口補修工事の支出について
182,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電動２穴パンチ　購入の支出について
94,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 アコーディオンつい立　外購入の支出について
385,371

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 衣類乾燥機　購入の支出について
105,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 カラーマット外購入の支出について
290,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　１槽シンク　購入の支出について
97,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　購入の支出について
319,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 クラリネット　購入の支出について
224,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電光表示機　外購入の支出について
148,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 エンジンブロワ購入の支出について
48,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デスクトップパソコン用ハードディスク購入の支出について
178,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 掛時計（屋外・防雨用）購入の支出について
166,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 絵画作品乾燥庫　購入の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
36,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
39,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 遮光ネットの購入の支出について
8,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
25,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
13,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
6,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 母語支援員による日本語指導等の謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　外購入の支出について
186,120
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン針　外　購入の支出について
57,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
120,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「みんなの体育５年」購入の支出について
25,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオカセットレコーダー外購入の支出について
76,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺外購入の支出について
65,483

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
128,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
69,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　外購入の支出について
335,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書　購入の支出について
490,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　外　購入の支出について
3,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　外　購入の支出について
85,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用スリッパ　外　購入の支出について
76,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性サインペン外購入の支出について
40,709

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
23,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
43,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土購入の支出について
24,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
65,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪」購入の支出について
66,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液購入の支出について
27,993

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードマーカー外購入の支出について
76,341

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 二酸化塩素発生剤購入の支出について
57,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
281,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 湯沸し器　２台　購入の支出について
68,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式噴霧器外購入の支出について
77,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
299,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
829,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオ外購入の支出について
38,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
255,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土　購入の支出について
495,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤの苗外購入（６／１５）の支出について
3,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
357,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラップ外購入の支出について
19,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 イーズマスク外購入の支出について
60,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 次亜塩素酸水購入の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
899,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗装用シンナー　外　購入の支出について
27,929

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 化成肥料　外　購入の支出について
8,151

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「あたらしいしょしゃ　一」外購入の支出について
321,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タッチペン替え芯　外　購入の支出について
30,162

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シュレッダー　外　購入の支出について
40,701

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「みんなの体育４年」外　購入の支出について
139,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 吊り下げ名札外　購入の支出について
124,594

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　購入の支出について
26,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ペン　外購入の支出について
14,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「新しい国語二上」外　購入の支出について
87,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型電子体温計外購入の支出について
143,197
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　購入の支出について
32,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除菌液作成キット　外　購入の支出について
46,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター用トナーカートリッジ　購入の支出について
74,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウエブカメラ（６台）購入の支出について
52,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教育おりがみ　他購入の支出について
113,449

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スレイベル外購入の支出について
18,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 数字シール　外購入の支出について
18,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー購入の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙外購入の支出について
53,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 墨汁外購入の支出について
120,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液　外購入の支出について
126,351

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス　他　購入の支出について
60,251

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 面ファスナー外購入の支出について
153,455

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤　外　購入の支出について
83,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
97,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電気ドリル外購入の支出について
45,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式丸鋸外購入の支出について
159,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンラケット　外　購入の支出について
156,673

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用教材（ｅライブラリアドバンス）購入の支出について
203,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤　外購入の支出について
82,977

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機外購入の支出について
110,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除菌剤　外　購入の支出について
96,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「みんなの体育」外購入の支出について
298,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トング外購入の支出について
194,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「国語２年上」　外　購入の支出について
51,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーたわし　外の購入の支出について
113,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食育クイズカード他購入の支出について
96,569

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤの苗　外購入の支出について
6,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
703,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーテーション外購入の支出について
62,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール　購入の支出について
11,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め筆　外　購入の支出について
184,537

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室消耗品「リバテープ」ほか購入の支出について
39,677

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食用　制菌白衣　外　購入の支出について
168,553

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アートナイフ外購入の支出について
26,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　外　購入の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
1,110,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「小学どうとく教師用指導書１年」外の購入支出について
165,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角材外購入の支出について
44,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サインペン　外　購入の支出について
35,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓　外　購入の支出について
32,609

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書購入の支出について
63,979

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
21,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーテスト１年国語　１学期用　外　購入の支出について
202,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管ほか購入の支出について
119,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　外　購入の支出について
63,745
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たわし　外の購入の支出について
76,379

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット外購入の支出について
233,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
3,437,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
61,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塩化アンモニウム外購入の支出について
245,961

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
1,528,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
29,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
1,841,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
5,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室前廊下窓ガラス補修工事の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシンの修理の支出について
9,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
61,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
14,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 国旗ロープ金具取替修理の支出について
40,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 サッカーゴール修理の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
11,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スネアドラム　外　修理の支出について
21,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 空調機フィルター清掃手数料外の支出について
25,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去業務委託の支出について
62,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除薬剤散布業務委託の支出について
60,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 空調機フィルター清掃手数料外の支出について
205,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木伐採、剪定作業業務委託の支出について
84,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除作業業務委託の支出について
41,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除作業業務委託の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 業務用精密体重計　購入の支出について
52,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
32,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「山の頂上の木のてっぺん」外購入の支出について
34,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「現代の国語１」外　購入の支出について
14,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
2,659,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板　外　購入の支出について
51,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
482,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
135,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
251,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ノーカットラベル外購入の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー　他購入の支出について
28,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リビング用洗剤の購入の支出について
135,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
45,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液　外購入の支出について
107,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブロワ外購入の支出について
49,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 栽培用堆肥　外　購入の支出について
36,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルラック　外　購入の支出について
28,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
65,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科研究用ＤＶＤ「心の健康」外購入の支出について
112,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 業務用手洗い洗剤　外購入の支出について
20,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
414,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　購入の支出について
29,238
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 箏演奏用爪購入の支出について
14,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかる除草剤　外購入（６／１５）の支出について
4,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
669,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用トナーカートリッジ外の購入の支出について
393,789

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性艶消塗料　外　購入の支出について
113,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
469,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外　購入の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　外　購入の支出について
223,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター　外　購入の支出について
36,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 加湿空気清浄機外の購入の支出について
108,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
488,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 握力計グリップ外の購入の支出について
269,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コースロープ　他購入の支出について
160,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳びスタンド外の購入の支出について
130,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒用教材「ｅライブラリアドバンス」購入の支出について
158,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性シーラー外購入の支出について
59,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電気分解装置外購入の支出について
137,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ教材外購入の支出について
76,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け扇風機　購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小便器自動洗浄器　購入の支出について
71,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ合板外購入の支出について
57,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　外　購入の支出について
115,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型電子体温計　購入の支出について
29,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「中学生の道徳１」外購入の支出について
5,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　外　購入の支出について
206,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　外購入の支出について
34,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 合成樹脂ペイント　他購入の支出について
143,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙外の購入の支出について
53,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土　購入の支出について
400,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外　購入の支出について
85,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子ホイッスル　他購入の支出について
177,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　外　購入の支出について
35,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体温計外購入の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーファイル外購入の支出について
23,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用コンパス購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
272,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードディスクドライブ　購入の支出について
25,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸購入の支出について
92,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トロンボーン　修理の支出について
12,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 インパクトドライバ修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコン修理の支出について
14,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
44,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機の修理の支出について
35,838

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 デスクトップパソコン回収手数料・運搬料の支出について
3,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 デスクトップパソコン回収手数料・運搬料の支出について
5,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 書架固定金具取付手数料の支出について
38,500



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 除草作業業務委託の支出について
137,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 エアコン室内機分解洗浄業務委託の支出について
261,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 蒲生公園（野球場）使用料６月分（６／１５）の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バレーボール　外　購入の支出について
42,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「天使のにもつ」外　購入の支出について
8,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
76,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
65,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
7,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
1,063,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土　購入の支出について
109,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　　購入の支出について
36,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
82,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
10,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリッシャー用パッド台の購入の支出について
12,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ用三脚　購入の支出について
72,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液　購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
19,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引き印刷の支出について
118,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス修繕工事の支出について
52,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 旋盤機械修理の支出について
22,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホイストクレーン修理の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４階手洗い場給水管漏水補修工事の支出について
273,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 手洗い自動水栓補修工事の支出について
62,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール機械室シャッター補修工事の支出について
165,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 大型テレビ　購入の支出について
247,601

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 卓球台　購入の支出について
61,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 締太鼓購入の支出について
71,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　購入の支出について
278,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 カラーレーザープリンタ購入の支出について
52,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 立ち幅跳び用マット購入の支出について
41,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
251,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 卓球台　購入の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 大型テレビ　購入の支出について
247,601

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 巧技台購入の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 花苗　外　購入の支出について
31,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おう吐物処理剤　外　購入の支出について
30,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤　外　購入の支出について
32,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土購入の支出について
5,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 琉球あさがおの苗　外購入の支出について
4,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レターケース購入の支出について
76,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 読本「小学生みんなの体育１年全国版」外購入の支出について
209,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てポリ手袋外購入の支出について
24,838

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　外購入の支出について
61,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　外　購入の支出について
61,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪３年」外購入の支出について
52,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画インキ　外購入の支出について
101,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル外購入の支出について
60,491

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掛布団カバー　外購入の支出について
53,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画版外購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土他　購入の支出について
17,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体発生用試験管ほか購入の支出について
20,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「新しい国語１年上」外購入の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大型扇風機外　購入の支出について
21,769

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 イメージドラム外購入の支出について
25,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自在ホーキスペア　外　購入にかかる支出について
132,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤　外購入の支出について
67,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーＭＤＦ版外購入の支出について
85,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪３年」外　購入の支出について
174,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷マスター外購入の支出について
98,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シリコンスプーンヘラ外購入の支出について
41,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小ほうき外購入の支出について
28,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯糊ほか購入の支出について
33,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計の購入の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用ハンドジェル購入の支出について
8,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　外の購入にかかる支出について
102,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニグロッケン購入の支出について
28,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
216,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歴史年表外購入の支出について
83,317

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外購入の支出について
137,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衣類乾燥機外購入の支出について
63,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
6,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 女子和式トイレ詰り通管工事の支出について
45,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関電気錠補修工事の支出について
82,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールシャワー水栓漏水補修工事の支出について
136,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス栓取替補修工事の支出について
12,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動式防球ネット修理の支出について
49,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校舎電設時計修理の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ミニバットテフロン加工の支出について
16,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木の害虫駆除（予防）作業業務委託の支出について
46,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 作品乾燥棚購入の支出について
130,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スチレンボード　外購入の支出について
15,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ外購入の支出について
56,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　外　購入の支出について
73,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
35,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器　外　購入の支出について
32,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒剤外　購入の支出について
106,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自主学習プログラム　購入の支出について
200,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドマーク外購入の支出について
121,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計購入の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙コップ　外　購入の支出について
42,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤外購入の支出について
178,893

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙、外購入の支出について
152,691
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 長座体前屈計測器　外　購入の支出について
351,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タイマー　外　購入の支出について
91,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター　他　購入の支出について
98,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 気体発生用試験管　外　購入の支出について
55,451

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スポーツシート購入の支出について
16,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修工事の支出について
9,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ラミネーター修理の支出について
17,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
5,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 グランドマーク外購入の支出について
47,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　他　購入の支出について
140,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 リングファイル外購入の支出について
161,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用エタノール　購入の支出について
43,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル購入の支出について
25,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器購入の支出について
16,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引　印刷の支出について
196,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 電気加熱炉修理の支出について
33,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 校内樹木および校外西側樹木害虫防除作業業務委託の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替等補修工事の支出について
48,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室扉補修工事の支出について
273,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水管漏水補修工事の支出について
385,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外プールテント取替工事の支出について
932,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室天井塗装補修工事の支出について
62,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室扉補修工事の支出について
70,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 鉄琴　購入の支出について
113,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 造園用刈上機　外　購入の支出について
129,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スライド丸ノコ　購入の支出について
77,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラワン合板　外　購入の支出について
90,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー　外購入の支出について
29,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール、他購入の支出について
70,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直線定規　外購入の支出について
53,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直線定規　外購入の支出について
108,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書　外購入の支出について
72,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 糸のこ刃　外　購入の支出について
182,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外　購入の支出について
55,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙他購入の支出について
21,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式ブロワ　外購入の支出について
21,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書　購入の支出について
310,143

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計外購入の支出について
291,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡購入の支出について
95,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ外購入の支出について
51,669

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校用オルガン専用椅子外購入の支出について
70,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 内線電話配線補修工事の支出について
82,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ排水通管工事の支出について
132,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場人工芝設置工事の支出について
107,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 調理用シンク修理の支出について
34,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 顕微鏡　購入の支出について
112,860
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラシックギター　外　購入の支出について
63,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 雲の発生実験セット　外　購入の支出について
205,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 固形石けん　購入の支出について
22,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計　購入の支出について
45,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　購入の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電池実験用電極板　外　購入の支出について
47,047

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 きゅうり苗　外　購入の支出について
3,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サルビア苗　外　購入の支出について
15,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミレーキ外１１点の購入の支出について
117,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室黒板張替工事の支出について
132,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動２穴パンチ修理の支出について
40,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 短焦点プロジェクター　購入の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ消臭剤　購入の支出について
14,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外１点購入の支出について
49,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラテックス手袋他購入の支出について
61,077

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カーボン紙　他購入の支出について
18,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ボスバランストレーナー他購入の支出について
238,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 六角ボルト　他購入の支出について
15,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ゼムクリップ　外　購入の支出について
110,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 企業向けＰＲ誌（都工よろしく）メール便発送の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防犯カメラ取替工事の支出について
308,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置フィルター修理工事の支出について
166,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 花の土　外２０件購入の支出について
26,466

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒購入の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードイレーザー外購入の支出について
18,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マリーゴールドの種　外　購入の支出について
24,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機　購入の支出について
25,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用の土　外７点　購入の支出について
46,417

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 携帯用得点板　外　購入の支出について
154,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書　購入の支出について
120,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台ふきん　外　購入の支出について
18,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水書用筆　外の購入の支出について
218,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 養護イス　購入の支出について
28,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水書ペン外購入の支出について
294,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 外用鎮痛消炎剤他購入の支出について
101,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表ホルダー　外購入の支出について
118,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マスキングテープ外購入の支出について
77,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコンソフト　外　購入の支出について
49,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トロフィーリボン　ペナント外購入の支出について
129,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トランシーバー外購入の支出について
73,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 伸縮ネット包帯他購入の支出について
11,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオ　外　購入の支出について
87,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外購入の支出について
41,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓外購入の支出について
55,383

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板外　購入の支出について
27,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てゴム手袋　外購入の支出について
84,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰水　外　購入の支出について
169,233
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 せんたく糊外購入の支出について
119,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ネット　購入の支出について
62,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用カーテン購入の支出について
104,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 清掃用具ロッカー外購入の支出について
105,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性つやだしニス外購入の支出について
36,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　購入の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッチボール外購入の支出について
120,261

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗　日々草購入の支出について
20,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 野菜用混合培養土外購入の支出について
19,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
19,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食エプロン　外　購入の支出について
19,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外　購入の支出について
19,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 泡石けんボトル外購入の支出について
38,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
164,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インク　外　購入の支出について
177,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援学級用問題集購入の支出について
36,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鯉の餌　ほか購入の支出について
93,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外購入の支出について
43,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体温計　購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯外購入の支出について
121,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 穴あけパンチ　外　購入の支出について
119,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生垣バリカン購入の支出について
27,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤購入の支出について
32,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニトマト苗　外　購入の支出について
23,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
246,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ひまわり種外購入の支出について
42,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋　外　購入の支出について
78,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ保護パネル　外　の購入の支出について
210,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水書用筆　外　購入　の支出について
81,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリエチレン手袋外購入　の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計購入の支出について
15,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 二酸化塩素発生剤　外　購入の支出について
55,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表用　２ポケットホルダー　外　購入の支出について
62,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外　購入の支出について
63,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓　外　購入の支出について
72,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ他購入の支出について
47,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ファンジャケット外購入の支出について
35,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
89,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フェルト外購入の支出について
19,734

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙雷管他購入の支出について
207,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 片袖机　外購入の支出について
57,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
39,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外購入の支出について
183,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 伸縮式刈込鋏外購入の支出について
30,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアシート購入の支出について
299,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 琉球アサガオ苗　外　購入の支出について
16,698
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衣類乾燥機　外　購入の支出について
66,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 入学式用式場盛花　購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験用　アルコール温度計　外　購入の支出について
88,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコールの購入の支出について
21,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル　外購入の支出について
38,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビブス購入の支出について
59,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外　購入の支出について
22,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ　外　購入の支出について
41,822

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ４線黒板　外　購入の支出について
186,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボール１号球　外６点の購入の支出について
153,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外　購入の支出について
47,817

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 廊下ＬＥＤ照明取替補修工事の支出について
18,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 正門扉オートヒンジ取替補修工事の支出について
93,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
23,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫修理の支出について
64,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン外修理の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 衣類乾燥機　リサイクル料　外の支出について
4,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 衣類乾燥機　リサイクル料　外の支出について
5,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除作業業務委託の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布業務委託の支出について
36,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マグネット式スクリーン　購入の支出について
291,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パソコンソフト　外　購入の支出について
100,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ねこと王さま」外購入の支出について
35,831

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ペン　ほか　購入の支出について
52,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「学習の記録」印刷製造の支出について
98,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　外　購入の支出について
186,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　外購入の支出について
242,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 針ケース他購入の支出について
58,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール　外　購入の支出について
32,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽史年表　他購入の支出について
39,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外　購入の支出について
170,319

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 令和２年度新入生名札製造の支出について
39,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 変換アダプター（ＨＤＭⅠケーブル）外の購入の支出について
83,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼紙　外購入の支出について
208,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 空気清浄機用フィルター外購入の支出について
92,749

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 殺虫剤購入の支出について
13,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触式体温計　購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル外購入の支出について
123,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 重量ブロック　外　購入の支出について
221,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 火山噴火物標本　ほか購入の支出について
131,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 滑車実験器外の購入の支出について
173,602

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク他　購入　の支出について
26,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーニングボール購入の支出について
8,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　ほか購入の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大型立体模型　購入の支出について
49,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 折り畳みコンテナ購入の支出について
18,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　外　購入の支出について
19,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙外購入の支出について
150,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 台所用洗剤　外購入の支出について
119,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス交換補修工事の支出について
12,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ２穴パンチ　他の購入の支出について
65,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液　購入の支出について
73,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 赤土購入の支出について
29,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　他　購入の支出について
139,821

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　他　購入の支出について
33,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 アンテナ撤去工事の支出について
34,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 湯沸かし器修理の支出について
9,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替　外　電気工事の支出について
58,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂トイレ排水管通貫工事の支出について
198,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館トイレ排水不良補修工事の支出について
51,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館　防球ネット滑車補修の支出について
333,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置補修工事の支出について
179,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 牛乳保冷庫電源整備工事の支出について
15,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 小型逆上がり補助板購入の支出について
40,829

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 紙芝居架　購入の支出について
229,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 走高跳スタンド外　購入の支出について
69,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 書架　購入の支出について
166,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ホワイトボード　購入の支出について
318,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 養護机　購入の支出について
67,023

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学級文庫用図書　購入の支出について
65,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本『小学みんなの体育１年』外購入の支出について
344,163

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 評価用シール　外の購入の支出について
163,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マラカス外購入の支出について
77,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用シート　外　購入の支出について
32,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネートフィルム　外　購入の支出について
52,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジたわし　外　購入の支出について
69,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書購入の支出について
20,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　他　購入の支出について
163,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非散布型殺虫剤外購入の支出について
106,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック外　購入の支出について
25,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 入学式にかかる盛花購入（６／２０）の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液　購入の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マスクの購入の支出について
25,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
26,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｂ４中厚上質紙９０ｋｇの購入の支出について
61,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
217,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 入学式　式場用盛花　購入（６／２０）の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書　算数朱書編３年　外　購入の支出について
151,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「みんなの体育４年」外購入の支出について
83,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液（次亜塩素酸水）　１０Ｌ　外　購入の支出について
47,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平面鏡ほかの購入の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　外　購入の支出について
16,998
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板外の購入の支出について
106,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 だしかご購入の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クラベス　外　購入の支出について
207,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 外装用塗料　他　購入の支出について
67,023

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
25,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホースリール外購入の支出について
56,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーファイル　購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチールウール外購入の支出について
58,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マジック　外の購入の支出について
199,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル握力計　他　購入の支出について
49,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 入学式盛花購入の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オーディオミキサー外購入の支出について
38,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 伸縮ポール　外　購入の支出について
37,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外９点購入の支出について
38,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー発表ボード　外購入の支出について
263,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 荒神ほうき外購入の支出について
23,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 吊下げ名札　他　購入の支出について
138,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　外購入の支出について
34,239

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 わくわくさんすう指導書別冊購入の支出について
70,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用算数ブロック外購入の支出について
13,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大型直定規　外　購入の支出について
355,323

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式噴霧器外購入の支出について
63,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋購入の支出について
37,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター・インキ　購入の支出について
77,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス　外　購入の支出について
47,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非赤外線温度計　購入の支出について
23,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー積み木　外購入の支出について
61,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗　外購入の支出について
42,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外購入の支出について
277,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食室用　木かい　外　購入の支出について
21,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土　購入の支出について
45,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
57,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用　指導書　購入の支出について
119,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食育学習「米作り」水稲の苗購入（６／１９）の支出について
6,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易水質検査試験紙外　購入の支出について
113,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手旗外購入の支出について
217,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリエステルリボン　外　購入の支出について
20,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 虫よけスプレー　外　の購入の支出について
37,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直線定規外　購入の支出について
141,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
36,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キーホルダー　外　購入の支出について
104,187

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 入学式用盛花購入（６／１９）の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 入学式実施にかかる生花の購入（６／２０）の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 支援学級指導用教科書・指導書購入の支出について
165,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイクロホン他の購入の支出について
236,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「みんなの体育」外購入の支出について
111,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 入学式用盛花購入（６／１９）の支出について
25,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性型湿布外購入の支出について
7,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 収納ケース外購入の支出について
60,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台　外　購入の支出について
65,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 入学式盛花購入費（６／１９）の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム外購入の支出について
174,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
27,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 電気点検補修工事の支出について
29,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
6,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
26,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
9,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
45,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル回収料にかかる支出について
3,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫回収料金及びリサイクル処理手数料の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫回収料金及びリサイクル処理手数料の支出について
4,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル回収料にかかる支出について
3,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 花壇整備業務委託の支出について
198,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校内芝刈り除草業務委託の支出について
132,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 林間学習下見（６／２１）にかかる有料道路料金の支出について
4,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 自家用車使用にかかる有料道路通行料（６／２０）の支出について
7,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　購入の支出について
239,697

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おれ、よびだしになる」外購入の支出について
32,909

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　現代の国語１他購入の支出について
16,401

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミング学習用ロボット　購入の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スリムファイル外購入の支出について
126,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液　外購入の支出について
166,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓上手織機外購入の支出について
88,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
46,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホットカッター用替こて先外購入の支出について
53,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアポケット　外　購入の支出について
61,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 釘抜き　外　購入の支出について
151,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 歩行補助器　外購入の支出について
38,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 花の苗（ベゴニア）外　の購入の支出について
18,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入試問題　外　購入の支出について
71,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル握力計外購入の支出について
48,719

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポイントマーカー　外　購入の支出について
47,014

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 台車購入の支出について
8,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「中学生の音楽鑑賞１年【１】」外購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 せいさくマット外購入の支出について
87,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ノート外　購入の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アングル台　購入の支出について
58,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コーナーガード購入の支出について
9,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計外購入の支出について
39,679

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 杭丸太　外購入の支出について
18,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
265,609

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デザインパネル　外　購入の支出について
29,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手縫糸　外　購入の支出について
163,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 両耳ヘルメット外購入の支出について
44,330
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チェギ外の購入の支出について
20,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子外購入の支出について
191,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　外　購入の支出について
34,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗　外　購入の支出について
17,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ステープラ針　外　購入の支出について
339,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野菜用混合培養土購入（６／１９）の支出について
15,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 琴　糸交換調整修理の支出について
9,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 特練・半磁器土　購入の支出について
6,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アングル棚の購入の支出について
59,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 耐火セメント　他購入の支出について
50,743

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ダボジョインター　他　購入の支出について
56,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 信楽粘土購入の支出について
45,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 高等学校生徒指導要録　印刷の支出について
6,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 型起こし用石膏型　購入の支出について
35,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ロールカッティングフィルム　他購入の支出について
58,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン（４枚）購入の支出について
154,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スケール購入の支出について
12,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市立高等学校体育連盟会費の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市立高等学校体育連盟会費の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立高等学校体育連盟会費の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市立高等学校体育連盟会費の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市立高等学校体育連盟会費の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市立高等学校体育連盟会費の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立高等学校体育連盟会費の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立高等学校体育連盟会費納付の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立高等学校体育連盟会費の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市立高等学校体育連盟会費の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市立高等学校体育連盟会費の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市立高等学校体育連盟会費の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立高等学校体育連盟　納入の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市立高等学校体育連盟会費の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立高等学校体育連盟会費の納入の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立高等学校体育連盟会費の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度大阪市立高等学校体育連盟会費の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立高等学校体育連盟会費の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市立高等学校体育連盟会費の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度　大阪市立高等学校体育連盟会費の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室埋設給湯管漏水補修工事の支出について
249,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 格技室扉フロアヒンジ補修工事の支出について
175,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 縦型ベルトサンダー　の購入の支出について
134,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　煮沸消毒器購入の支出について
105,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 自動丁合機（ページセッター）の購入の支出について
396,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 冷蔵冷凍庫購入の支出について
103,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 遮光ネットの購入の支出について
11,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 水性マーカー　購入の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 花の土外購入の支出について
11,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　購入の支出について
85,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三脚外購入の支出について
44,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習ソフト「わかる算数」購入の支出について
112,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型電子体温計　購入の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オーディオケーブル外購入の支出について
99,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑巾かけ用ハンガー　外　購入の支出について
108,218

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーホルダー　外購入の支出について
62,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー　外　購入の支出について
107,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 次亜塩素酸水の購入の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 板書用ステップ購入の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式噴霧器外購入の支出について
111,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 単３電池　外購入の支出について
187,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　外　購入の支出について
11,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカマグネット掛図外購入の支出について
18,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　外　購入の支出について
208,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 重なるパン箱　購入の支出について
27,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水溶性つやだしニス　外購入の支出について
110,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 そろばん　外購入の支出について
13,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「タヌキのきょうしつ」外購入の支出について
37,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　外　購入の支出について
31,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
313,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布外購入の支出について
91,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光ランプ外購入の支出について
7,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携外購入の支出について
67,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バーク堆肥　外　購入の支出について
32,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耐圧ホース　外購入の支出について
130,482

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本　わたしたちの大阪３年　購入の支出について
55,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カスタネット外購入の支出について
191,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スクールタイマー外購入の支出について
50,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角バット購入の支出について
6,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックトラック購入の支出について
82,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
29,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤの苗　外２点購入の支出について
5,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラースポットほか購入の支出について
24,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外購入の支出について
95,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外購入の支出について
95,583

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 回転モップ　外６点の購入の支出について
43,219

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーホルダー外購入の支出について
97,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台車購入の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フェイスシールド購入の支出について
20,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク外購入の支出について
30,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「みんなのうた」外購入の支出について
138,769

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シンバルスタンド　購入の支出について
8,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 １立方メートル説明器　外　購入の支出について
70,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗外購入の支出について
8,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク外購入の支出について
66,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水でひらがな練習セット外の購入の支出について
106,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計外購入の支出について
36,041
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋外購入の支出について
22,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク外購入の支出について
63,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外の購入の支出について
71,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピアニカ吹き口　外購入の支出について
23,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス炊飯器　購入の支出について
40,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文字指導黒板　購入の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バレン外購入の支出について
56,771

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓外購入の支出について
12,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール手袋外購入の支出について
16,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふきん　外購入の支出について
87,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土購入の支出について
13,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図画工作学習指導書１・２年上　外　購入の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型電子体温計　購入の支出について
9,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティッシュペーパー　他　購入の支出について
33,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 問題集「こくごプリント」外購入の支出について
66,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
40,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナーカートリッジ外購入の支出について
26,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス　外購入の支出について
65,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計外購入の支出について
82,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール　購入の支出について
21,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フェイスシールド購入の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーモール外購入の支出について
67,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液　購入の支出について
7,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター外購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
16,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 五色百人一首　外　購入の支出について
293,353

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドロープ外購入の支出について
37,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルキーパー　外　購入の支出について
28,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シリコン氷嚢外購入の支出について
11,011

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー　外　購入の支出について
122,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火用ポリバケツ外　購入の支出について
85,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書（分校）　購入の支出について
132,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 種外　購入の支出について
60,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リチウムイオンバッテリ　購入の支出について
33,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 安定化二酸化塩素水溶液の購入の支出について
120,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポケットファイル　購入の支出について
57,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
52,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
297,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール購入の支出について
11,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェット複合機　他　購入の支出について
59,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニトマト苗外購入の支出について
26,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性接着剤（ボンドタッチ・５０ｍｌ）外購入の支出について
128,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型電子体温計外　購入の支出について
44,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボタン電池　外　購入の支出について
80,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書　英語５年（朱書）外購入の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体温計　非接触型購入の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ガス　外購入の支出について
144,120
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型電子体温計　購入の支出について
75,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかる栽培ネット購入（６／２３）の支出について
2,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土購入の支出について
2,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式ハンマードリル　外　購入の支出について
214,973

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外　購入の支出について
98,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 皮膚赤外線体温計外購入の支出について
39,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用芳香ボール　外　購入の支出について
27,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 きゅうり　苗　外　購入の支出について
67,259

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ手袋　購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアブック外購入の支出について
109,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インゲンの苗　他　購入の支出について
62,623

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤　購入の支出について
53,163

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サルビア苗他購入の支出について
21,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水泳補助用ヘルパー外購入の支出について
30,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー外購入の支出について
25,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナー購入の支出について
37,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　購入の支出について
24,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
158,101

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シリコンミトン外購入の支出について
20,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サルビア苗外購入の支出について
45,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレブラシ外購入の支出について
30,723

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 みょうばん　外の購入の支出について
75,757

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド　購入の支出について
273,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー外購入の支出について
64,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミングロボット購入の支出について
89,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高白色用紙　外　購入の支出について
26,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水切り他購入の支出について
37,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外購入の支出について
54,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　外　購入の支出について
332,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス外購入の支出について
42,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかる腐葉土購入の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニルテープ　外購入の支出について
30,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤購入の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 見開き式クリヤーファイル外購入の支出について
45,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「新しい社会６政治国際編」外　購入の支出について
352,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪　３年」購入の支出について
75,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体採取器　外　購入の支出について
169,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　外　購入の支出について
240,183

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ　購入の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液購入の支出について
19,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　外購入の支出について
59,301

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石けん液外　購入の支出について
181,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オルガン用椅子購入の支出について
45,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレットドリル　購入の支出について
59,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管　外　購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネートフイルム外購入の支出について
18,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　他　購入の支出について
48,943

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用薬品　購入の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
147,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 示温インク　外　購入の支出について
265,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ガス外購入の支出について
100,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニトリル手袋外購入の支出について
186,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マスキングテープ　外　購入の支出について
22,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油ねんど外購入の支出について
213,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　外　購入の支出について
396,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「ほしぞら②」　購入の支出について
22,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 検知管　外購入の支出について
61,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フェイスシールド　他　購入の支出について
150,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　燃料費 高圧洗浄機燃料用ガソリン購入の支出について
1,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 特別支援教室便器取替補修工事の支出について
162,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 男子トイレセンサー補修工事の支出について
61,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールサイド塗装工事の支出について
199,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室休憩所床組補修工事の支出について
53,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールテント支柱塗装補修工事の支出について
96,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス漏れ補修工事の支出について
5,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 女子便所漏水補修工事の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室食器洗浄機及び水栓カラン修理の支出について
20,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 カラープリンター修理の支出について
52,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ３年２組教室扇風機修理の支出について
40,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 シューズボックス修理の支出について
91,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 黒板張替修理の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 湯沸し器修理の支出について
4,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
24,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
24,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
94,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 書画カメラ　外修繕の支出について
69,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル料外の支出について
4,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫外リサイクル収集運搬料・リサイクル料の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 空調機フィルタ清掃手数料の支出について
87,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル料外の支出について
5,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫外リサイクル収集運搬料・リサイクル料の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 給食室グリストラップ、外清掃業務委託の支出について
151,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 エアコン清掃業務委託の支出について
363,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃洗浄作業業務委託の支出について
71,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫防除作業業務委託の支出について
49,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去等清掃業務委託の支出について
91,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木の木幹注剤打ち込み業務委託の支出について
62,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹幹防虫業務委託の支出について
58,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ７月左専道運動場使用料（６月２２日）の支出について
111,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ねこと王さま」外購入の支出について
34,163

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「タヌキのきょうしつ」外購入の支出について
32,496
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おれよびだしになる」外購入の支出について
32,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「月と珊瑚」外購入の支出について
33,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「タヌキのきょうしつ」外購入の支出について
79,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「タヌキのきょうしつ」外購入の支出について
128,231

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おれ、よびだしになる」外購入の支出について
16,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　購入の支出について
35,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書購入の支出について
16,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用課題図書「ねこと王様」外　購入の支出について
16,941

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「タヌキのきょうしつ」外購入の支出について
156,153

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「月と珊瑚」外　購入の支出について
35,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「こども六法」他購入の支出について
170,091

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ねこと王さま」外　の購入の支出について
35,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋　外　購入の支出について
114,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引き」製造の支出について
115,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＡチェアー外購入の支出について
132,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター購入の支出について
279,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新聞レイアウト用紙外購入の支出について
112,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 普通教室日除け用「すだれ」購入の支出について
33,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 割りばし　外購入の支出について
21,587

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 三角巾　ほか購入の支出について
56,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引きＮｏ．１」製造請負の支出について
105,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコールの購入の支出について
73,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フェイスシールド外購入の支出について
43,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電用レシプロソー他購入の支出について
62,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引き」製造請負の支出について
125,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 工作椅子外購入の支出について
245,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミングロボット購入の支出について
205,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 くもんの中学基礎がため中２１００％外購入の支出について
14,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 黒板拭きクリーナー　外購入の支出について
360,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（Ａ４）購入の支出について
69,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡外購入の支出について
30,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引き１の製造請負の支出について
53,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアポケット外購入の支出について
31,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ピーマン苗外購入の支出について
36,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ４Ｂ鉛筆他購入の支出について
48,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引き第１集　製造請負（直接販売）の支出について
81,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 次亜塩素酸水購入の支出について
39,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メラミンスポンジ　外　購入の支出について
65,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パーティション購入の支出について
28,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メディカルバッグ他購入の支出について
49,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 琉球朝顔の苗外購入の支出について
3,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙Ａ４他購入の支出について
33,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール購入の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引き　第一集　製造請負の支出について
98,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 太筆　外購入の支出について
31,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　購入の支出について
26,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機替刃　外　購入の支出について
106,014
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フェイスシールド購入の支出について
25,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ外　購入の支出について
214,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引き」製造請負の支出について
70,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 靴下外購入の支出について
28,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 「進路の手引き№１」製造請負の支出について
49,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザーポインター外購入の支出について
66,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 脚キャップ外購入の支出について
23,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケトル外購入の支出について
42,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアオイル外購入の支出について
138,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「図解中学体育」購入の支出について
81,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スライドグラス　他１３点　購入の支出について
122,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
110,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコールの購入の支出について
10,959

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引き」製造の支出について
101,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール手袋　購入の支出について
23,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キューリ苗　外購入の支出について
14,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
45,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナーカートリッジ　外　購入の支出について
46,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
33,911

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「新しい日本の歴史」外購入の支出について
67,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ外購入の支出について
55,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式ボール、外購入の支出について
147,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シナベニヤ外購入の支出について
29,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レタス栽培セット購入の支出について
33,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 中学校教師用教科書　現代の国語１　外の購入の支出について
40,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 英語教材「基本文マスター３２」購入の支出について
114,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコールほか購入の支出について
38,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 すだれ購入の支出について
66,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「中学体育実技２０２０」　購入の支出について
141,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キーボードカバー　購入の支出について
37,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　外の購入の支出について
24,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり等購入の支出について
126,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ「ＣｈｏｒｕｓＯＮＴＡ」外購入の支出について
49,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
14,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 天井補修工事の支出について
61,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室照明器具取替補修工事の支出について
29,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機障害修理の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
24,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 特別支援教室用ルームエアコン処分の支出について
5,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 特別支援教室用ルームエアコン処分の支出について
990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 空調機（ＧＨＰ室内機）清掃の支出について
455,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫駆除業務委託の支出について
11,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 苦汁散布作業　業務委託の支出について
148,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 特別支援教室用ルームエアコン　購入の支出について
109,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター購入の支出について
294,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 絵画作品乾燥棚　購入の支出について
148,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書妖怪アパート優雅な日常外購入の支出について
295,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 キーボードスタンド外　購入の支出について
57,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット式プロジェクタースクリーン　購入の支出について
168,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ベルト・ディスクサンダー　外購入の支出について
138,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外　購入の支出について
13,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「現代高等保健体育」購入の支出について
5,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
7,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 水性スクリーンインク　他　購入の支出について
54,553

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 校園名入封筒製造請負の支出について
22,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 封筒外　購入の支出について
23,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール傘購入の支出について
20,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教員用副読本　購入の支出について
132,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 エタノール　購入の支出について
190,499

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンターの購入の支出について
36,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「ＮＨＫスペシャル新・映像の世紀」購入の支出について
22,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 計算技術検定問題集　外　購入の支出について
11,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 単行本　購入の支出について
16,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引き印刷の支出について
75,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 正門鉄扉戸車取替工事の支出について
189,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館バドミントン用支柱上蓋取替補修工事の支出について
50,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロペラ式流速計　購入の支出について
261,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「経営学見るだけノート」　外　購入の支出について
32,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館床面補修工事の支出について
976,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具補修工事の支出について
309,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関オートロック付き扉補修工事の支出について
62,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具補修工事の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校長室床補修工事の支出について
277,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 回転釜元栓修理の支出について
17,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 普通教室黒板補修工事の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プロジェクター設置工事の支出について
363,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 児童会室床補修工事の支出について
297,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防火扉自動閉鎖装置取替工事の支出について
34,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館系統給水管漏水補修工事の支出について
471,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール排水バルブ補修工事の支出について
297,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 校内インターホン取付配線工事の支出について
95,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ　購入の支出について
267,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 引違スチール書庫　購入の支出について
83,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 卓上フライス盤　購入の支出について
53,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ウレタンマット外購入の支出について
248,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ミシンの購入の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スピーカーセット購入の支出について
129,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 画用紙整理ケース　購入の支出について
150,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 コースロープ購入の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ユニット型電子黒板外　購入の支出について
229,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 トスバッティングフェンス購入の支出について
105,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 絵画作品乾燥棚購入の支出について
70,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 配膳台購入の支出について
204,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 教育用オルガン購入の支出について
336,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 楽器シロフォン購入の支出について
399,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
103,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペンキ　外　購入の支出について
132,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 赤外線体温計　購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油ねんど　外　購入の支出について
67,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化にかかる材料代（６／２４）の支出について
5,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モノクロレーザー複合機の購入の支出について
20,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン購入の支出について
29,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベンチライナー外購入の支出について
152,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
67,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土　購入の支出について
619,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外購入の支出について
26,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式噴霧器外購入の支出について
57,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防藻剤外購入の支出について
30,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 扇風機　外　購入の支出について
53,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜用培養土外購入の支出について
9,721

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 集計表カラーマグネット外　購入の支出について
25,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫「そらいろのたね」外　購入の支出について
129,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ外購入の支出について
41,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用手袋購入の支出について
29,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸脚立外購入の支出について
202,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ペン　外　購入の支出について
61,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪」外　購入の支出について
303,911

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事務用チェア（肘なし）　外　購入の支出について
101,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇　購入の支出について
24,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土外の購入の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 脚キャップ購入の支出について
34,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け扇風機　購入の支出について
23,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
2,963,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名刺用名札外　購入の支出について
92,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大三角定規外　購入の支出について
70,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板購入の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗石鹸　購入の支出について
20,641

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク外購入の支出について
114,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育科副読本指導書「みんなのたいいく」外購入の支出について
387,963

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料購入の支出について
29,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウインドチャイム　　購入の支出について
22,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土購入の支出について
3,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
80,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土外購入の支出について
25,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
183,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード用イレーザー　外　購入の支出について
73,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓上鉄琴　外　購入の支出について
194,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴミ箱購入の支出について
26,730
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
2,191,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型電子体温計購入の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 脚立　他　購入の支出について
84,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷蔵庫購入の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸外購入の支出について
21,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 将棋セット外購入の支出について
69,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニお玉外の購入の支出について
43,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用たいこセット他購入の支出について
58,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー外購入の支出について
59,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール外　購入の支出について
89,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 残留塩素測定用試薬外購入の支出について
8,239

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール購入の支出について
20,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土　購入の支出について
446,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジほか購入の支出について
21,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴムマット購入の支出について
17,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リレーバトン外購入の支出について
221,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 残留塩素測定器外購入の支出について
12,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（４～５月分）の支出について
10,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールテント補修工事の支出について
195,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館西館廊下センターライン塗装補修工事の支出について
191,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋上旗ポール補修工事の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
37,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室用ボイラーの修理の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
6,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 側溝・会所清掃　業務委託の支出について
363,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除剤散布業務委託の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
187,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 空調機清掃業務委託の支出について
211,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　購入の支出について
143,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 充電式噴霧器外購入の支出について
55,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書「山のちょうじょうの木のてっぺん」購入の支出について
32,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「月と珊瑚」他購入の支出について
41,977

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　購入の支出について
111,131

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書購入の支出について
83,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おれ、よびだしになる」外購入の支出について
34,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
55,583

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケースファイル外購入の支出について
74,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「現代の国語１」外購入の支出について
26,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引き　製造の支出について
87,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土　購入の支出について
487,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラリネット用リード　外　購入の支出について
44,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ネームランド用テープカートリッジ　外の購入の支出について
44,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書データ用ＣＤ購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引き」製造請負の支出について
75,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアオイル　他購入の支出について
203,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校手洗い石鹸　外　購入の支出について
139,880
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防水フィルム他購入の支出について
82,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 日章旗の購入の支出について
13,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 脚立　購入の支出について
29,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引き№１の製造の支出について
52,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 真鍮板購入の支出について
142,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 げんのう　外　購入の支出について
177,243

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 丸型スポイト瓶　外の購入の支出について
156,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリルパーテーション　購入の支出について
98,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体育副読本「中学校体育実技２０２０」購入の支出について
82,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆　外　購入の支出について
76,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バッテリ　外　購入の支出について
108,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ノアサガオ苗　外　購入の支出について
17,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 室内温度計外購入の支出について
228,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 気体発生用試験管　他購入の支出について
170,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引き」　購入の支出について
49,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸液　外　購入の支出について
115,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レジ袋外購入の支出について
32,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 苦土石灰　外　購入の支出について
26,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 音声翻訳機　購入の支出について
30,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
69,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーシングペーパー　外購入の支出について
20,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤデッキ　購入の支出について
82,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン購入の支出について
89,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
3,287,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土　購入の支出について
412,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙ほか購入の支出について
243,553

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エタノール外購入の支出について
33,407

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
79,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
2,354,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引き」製造の支出について
56,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階管理作業員室出入口硝子補修工事の支出について
14,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラシックギター修理の支出について
8,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
446,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 強力Ｂ型クランプ他購入の支出について
26,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ消臭剤　他の購入の支出について
42,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋他購入の支出について
32,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール消毒液　購入の支出について
125,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アセチレン調整器他購入の支出について
53,779

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミ角パイプ購入の支出について
18,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土　購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土　購入の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 入学の手引き印刷の支出について
65,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 生活指導室照明器具補修工事の支出について
148,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３階家庭科室出水不良補修工事の支出について
209,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館舞台前防球ネット取替工事の支出について
170,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室屋外雑排水管詰り解消工事の支出について
104,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 テレビアンテナ　補修工事の支出について
151,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過機補修工事の支出について
166,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館４・５階　廊下防水補修工事の支出について
495,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂北面東側入口上窓ガラス破損補修工事の支出について
8,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防火設備補修工事の支出について
111,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置補修工事の支出について
250,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階サポートルーム床張替外補修工事の支出について
139,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　　ウォータークリーナー　外　購入の支出について
187,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 回転式円形書架　外購入の支出について
197,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 書架　購入の支出について
82,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プレジデント用チェアー購入の支出について
109,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 回転式木製書架Ａ４サイズ外購入の支出について
183,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
148,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子ピアノ　購入の支出について
76,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 移動台車購入の支出について
68,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 クリアホルダー外購入の支出について
3,857

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
76,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 インターホン及び配管・配線補修工事の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　購入の支出について
120,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外　購入の支出について
5,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外購入の支出について
93,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール外購入の支出について
93,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドイモビライザー　購入の支出について
30,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤購入の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 いちまるとはじめようわくわく漢検１０級外購入の支出について
315,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土　外　購入の支出について
260,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たんけんボード　外　購入の支出について
79,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール　外　購入の支出について
80,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機インク他の購入の支出について
222,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニトマト（苗）外の購入の支出について
22,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 めだか産卵飼育セット外購入の支出について
145,139

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体採取器　外購入の支出について
93,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
97,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マルチ展示ラック外購入の支出について
71,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防藻剤の購入の支出について
30,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
7,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性版画インキ外購入の支出について
82,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水書用筆外購入の支出について
136,561

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表板　購入の支出について
317,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液　外購入の支出について
31,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 赤外線体温計購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 縫い針外購入の支出について
109,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性顔料マーカー　外　購入の支出について
16,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体温計　非接触型購入の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板購入の支出について
21,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 四線黒板　他購入の支出について
158,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ外購入の支出について
73,469

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ペンキ　外４点購入の支出について
86,801

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティッシュペーパー外購入の支出について
17,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土の購入の支出について
5,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
1,771,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液購入の支出について
52,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体温計　外　購入の支出について
39,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校園名入封筒購入の支出について
41,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふせん外購入の支出について
199,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
36,513

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管　他　購入の支出について
95,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園児・小学生からはじまるプログラミング外購入の支出について
132,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪３・４年上」外購入の支出について
147,007

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
116,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
131,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土　他購入の支出について
11,407

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土外購入の支出について
45,903

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油かす他購入の支出について
18,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ―Ｒ　外　購入の支出について
64,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業に係るゴーヤ苗外　購入（６／２４の支出について
2,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
2,031,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館１階女子トイレ漏水補修工事の支出について
155,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 防火扉補修工事の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 電話配線修理の支出について
41,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替補修工事の支出について
42,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
6,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理回転釜修理の支出について
6,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 授業用パソコン修理の支出について
71,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
31,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
23,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 職員室リモートマイク動作不良修理の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室食器洗浄機修理の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜点火不良修理の支出について
14,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 空調機フィルター清掃手数料の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ＧＨＰフィルター清掃手数料の支出について
49,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 エアコン分解洗浄等業務委託の支出について
381,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 エアコン洗浄清掃作業業務委託の支出について
49,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年体験活動実施にかかる参加児童入場料６／２５の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おれよびだしになる」外購入の支出について
62,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「タヌキのきょうしつ」ほか購入の支出について
32,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引き１製造の支出について
64,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表ファイル　購入の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス皿　外　購入の支出について
38,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外購入の支出について
122,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 英語科学習用「英和辞典」他購入の支出について
26,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤購入の支出について
124,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 瞬間接着剤　外購入の支出について
141,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木材他購入の支出について
44,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キャリングケース　の購入の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刺しゅうの文庫カバー　外　購入の支出について
123,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶プロジェクター取付金具外購入の支出について
47,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
1,330,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　外の購入の支出について
85,833

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引き№１製造の支出について
76,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
104,841

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
712,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館多目的トイレ流水補修工事の支出について
46,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ水詰まり補修工事の支出について
60,554

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター取付金具外購入の支出について
270,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 除菌用次亜塩素酸水　購入の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
229,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
72,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 手指用消毒剤　ほか　購入の支出について
59,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　購入の支出について
51,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
554,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩコード購入の支出について
26,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 旧クラブハウス裏フェンス補修工事の支出について
51,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ビジネス文書実務検定試験受験料（６／２４）の支出について
7,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上プールオーバーフロー部塗装補修工事の支出について
274,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ６年生教室天吊エアコン取替工事の支出について
641,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館エレベーター外壁及び漏水補修工事の支出について
119,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 外灯配電盤　補修工事の支出について
61,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置補修工事の支出について
664,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防火扉補修工事の支出について
24,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 菜園所土間補修工事の支出について
396,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール塗装　外補修工事の支出について
275,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館北側手洗い場補修工事の支出について
518,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 フロアケース　購入の支出について
62,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 防滴形ワイヤレスアンプ　購入の支出について
111,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 丁合機　購入の支出について
357,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 包丁・まな板殺菌保管庫　購入の支出について
214,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 物置（屋外倉庫）購入の支出について
126,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 カラーレーザープリンター購入の支出について
71,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　購入の支出について
399,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 綱引きロープ　購入の支出について
56,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 バレーボール支柱　購入の支出について
304,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 保管庫購入の支出について
41,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 次亜塩素酸水購入の支出について
13,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 消毒液外の購入の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 さつまいも　苗　外　購入の支出について
11,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 ５月分使用料　　　　　　　　　　　　　　の支出について
613,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 書架　購入の支出について
35,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 書架　購入の支出について
153,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校図書館における児童・教職員への指導・助言の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
67,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ外購入の支出について
176,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 多用途除菌消臭液購入の支出について
53,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ外　購入の支出について
61,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 極うす手袋外購入の支出について
50,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸ネット　購入の支出について
2,029

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙外購入の支出について
45,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オルガンカバー購入の支出について
25,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリエチレン手袋外購入の支出について
111,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アコーディオン用肩掛けバンド外購入の支出について
37,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コーナーポスト外　購入の支出について
136,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
16,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 緑化用柵資材購入の支出について
21,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル　他購入の支出について
77,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量黒板　購入の支出について
52,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ステープラー外購入の支出について
119,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ外購入の支出について
197,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニトマト外購入の支出について
30,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 化粧合板外購入の支出について
95,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両手鍋外　購入の支出について
62,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミング教材購入の支出について
357,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式インパクトドライバー購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール袋外購入の支出について
15,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　他購入の支出について
23,001

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土外購入の支出について
185,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺菌消毒剤外購入の支出について
41,099

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 万能包丁外の購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペンキ　外　購入の支出について
24,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 本蓚酸実用鍋外購入の支出について
154,561

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ外購入の支出について
292,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マットレス購入の支出について
45,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
149,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン　外　購入の支出について
199,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 扇風機　外　購入の支出について
29,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗　外　購入の支出について
6,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工作用紙　外購入の支出について
53,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外購入の支出について
18,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
63,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　外購入の支出について
95,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 八切画用紙外購入の支出について
104,963

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル気体測定器外購入の支出について
254,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　外　購入の支出について
54,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非耐熱接触型体温計購入の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙外購入の支出について
42,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　購入の支出について
111,111



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板　購入の支出について
20,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台車　購入の支出について
41,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テレビ用リモコン他購入の支出について
28,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミパーテイション　外　購入の支出について
337,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター外購入の支出について
216,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 問題データーベース　タブレットドリル　購入の支出について
77,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸購入の支出について
7,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ちりとり外購入の支出について
34,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドホーン（オルガン用）購入の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「みんなの体育」外　購入の支出について
275,966

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水切りドライヤー　外　購入の支出について
270,083

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボンゴ外購入の支出について
127,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 天然ゴム手袋外購入の支出について
90,979

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード外購入の支出について
199,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正液外購入の支出について
61,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ購入の支出について
12,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴミ箱外　購入の支出について
38,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　購入の支出について
15,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミングロボット外購入の支出について
232,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハロゲン電球外購入の支出について
138,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体のり　外　購入の支出について
49,021

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
37,873

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ５月分使用料　　　　　　　　　　　　　　の支出について
24,698,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 管理作業員室水栓漏水補修工事の支出について
11,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具補修工事の支出について
23,727

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 感知器外補修工事の支出について
130,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修工事の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南館３階非常扉ガラス入れ替え補修工事の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 職員室リモートマイク修理の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 応援用太鼓修理の支出について
115,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
68,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
6,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン　修理の支出について
48,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
18,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 エアコンフィルター清掃手数料の支出について
54,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 空調室内機フィルター洗浄の支出について
43,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃業務委託の支出について
75,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 木製書架　購入の支出について
124,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 厨房用スタッキングカート　購入の支出について
96,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ハロゲン電球外購入の支出について
114,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル気体測定器外購入の支出について
47,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ねこと王さま」他購入の支出について
34,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 課題図書「タヌキのきょうしつ」外購入の支出について
82,467

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ねこと王さま」外　購入の支出について
66,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「タヌキのきょうしつ」外購入の支出について
33,499

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用エタノール購入の支出について
7,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フォークギター　外購入の支出について
32,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引き№１」製造請負の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ドレッサー替刃外５点の購入の支出について
51,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　購入の支出について
15,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引き　第１集」製造請負の支出について
101,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引き」（Ｎо．１）　製造の支出について
74,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール他　購入の支出について
91,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石鹸液　外　購入の支出について
49,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 透明ビニールシート外の購入の支出について
30,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式ドライバー他購入の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 横断幕用布　購入の支出について
6,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　購入の支出について
10,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 多用途消臭除菌剤外購入の支出について
45,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡他購入の支出について
186,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリア―ホルダー他の支出について
50,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光カーテン購入の支出について
149,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　他　購入の支出について
45,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館モップスペア　購入の支出について
20,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチック手袋外購入の支出について
19,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ギター弦　外　購入の支出について
84,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 表示用教材「中学歴史人物資料」　外購入の支出について
30,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 液体石けん　購入の支出について
14,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「現代の国語１年」他　購入の支出について
54,949

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路指導用冊子の製造請負の支出について
72,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キッチンペーパー購入の支出について
13,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シンバル　外購入の支出について
64,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引き（第１集）製造の支出について
95,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表用ファイル　外　購入の支出について
80,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刺し子糸　外　購入の支出について
23,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゼッケン購入の支出について
33,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄丸釘外２１点の購入の支出について
269,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体温計購入の支出について
29,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル購入の支出について
67,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性シーラー外　購入の支出について
23,419

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 冊子「進路の手引き」製造請負の支出について
69,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 ５月分使用料　　　　　　　　　　　　　　の支出について
7,323,433

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス小型湯沸器取替修理の支出について
41,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 保健室用空調機修理の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
47,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除薬剤散布業務委託の支出について
77,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 消火系統漏水調査の支出について
165,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 本館会所の土上げ業務委託の支出について
456,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
73,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクターの購入の支出について
249,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 回転書架　購入の支出について
231,511

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント　購入の支出について
91,014
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 古文・漢文問題データベース外　購入の支出について
54,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 テーブル外購入の支出について
203,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
19,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ロールマスター　購入の支出について
164,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター他購入の支出について
115,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 歩行用距離測定器　外　購入の支出について
19,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 分子構造模型　外　購入の支出について
112,161

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗用洗剤　購入の支出について
18,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス園芸フィルター他購入の支出について
21,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 交流手回し発電機外　購入の支出について
21,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 進路指導用図書「蛍雪時代」学部学科案内号　購入の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マスカー　外　購入の支出について
57,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 理科室プリンタ用インクカートリッジ　購入の支出について
11,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カラープリンター　他３点購入の支出について
79,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 キーボードカバー　購入の支出について
116,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触温度計　購入の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ２０２０年版　第一種電気工事士筆記問題集の購入の支出について
11,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＣクランプメーター購入の支出について
77,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 ５月分使用料　　　　　　　　　　　　　　の支出について
3,718,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
106,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室棟女子トイレ便座取付工事の支出について
18,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内ネットワーク配線補修工事の支出について
146,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火水槽設備補修工事の支出について
499,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 男子トイレ小便器自動洗浄装置補修工事の支出について
265,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場防球フェンス補修工事の支出について
278,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 包丁まな板殺菌収納庫　購入の支出について
161,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スネアドラム購入の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 書架　購入の支出について
206,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 図書館用書架購入の支出について
186,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 身長体重計の購入の支出について
205,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 加湿空気清浄機購入の支出について
64,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 教室用ロッカー　購入の支出について
50,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ステンレス作業台　購入の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター　購入の支出について
26,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
5,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 多用途除菌消臭液外の購入の支出について
17,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 空間用虫よけ剤購入の支出について
45,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 砂型セット　購入の支出について
12,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 電気使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,552,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 国語学習ドリル　購入の支出について
48,822

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インク外の購入の支出について
40,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛扇風機　購入の支出について
12,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外　購入の支出について
292,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テプラ用テープ外購入の支出について
156,431

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型温度計購入の支出について
21,067

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（５月分）　　　　　　　　　の支出について
770,218

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺虫剤購入の支出について
13,200



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ用電極パッド　外　購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アンプ外購入の支出について
55,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 二酸化塩素発生剤　外　購入の支出について
45,391

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　外　購入の支出について
218,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン外購入の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇　購入の支出について
135,267

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食配膳盆　購入の支出について
14,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ用電極パッド　外　購入の支出について
934,549

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外購入の支出について
17,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 吊下げ名札外購入の支出について
164,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トンボバケツ外購入の支出について
45,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗外　購入の支出について
32,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 砂場シート購入の支出について
45,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フライパン外購入の支出について
16,181

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポートボール台外の購入の支出について
44,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パルスオキシメーター　外　購入の支出について
75,551

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ろ紙　外購入の支出について
84,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インパクトドライバー購入の支出について
20,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型電子体温計　他の購入の支出について
259,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 傷口殺菌用消毒液　外　購入の支出について
23,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事務用はさみ　外の購入の支出について
105,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗ゴーヤ　外　購入の支出について
7,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 毛くし　他購入の支出について
38,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　購入の支出について
32,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 次亜塩素酸分子水の購入の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　外購入の支出について
78,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 会議用チェアー購入の支出について
87,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗マリーゴールド　外　購入の支出について
14,597

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育授業用　ゲームベスト　外　購入の支出について
86,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 世界地図　他　購入の支出について
68,769

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛扇風機　購入の支出について
47,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「あたらしいこくご一上」外　購入の支出について
296,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ろうと台他購入の支出について
62,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
162,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミングブロック　購入の支出について
290,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラープリンター外購入の支出について
63,118

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙の購入の支出について
111,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「算数１板書ブック」外購入の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除菌液用ボトル購入の支出について
38,709

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科研究用図書購入の支出について
6,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台　外３点購入の支出について
102,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪３年」　ほか　購入の支出について
162,733

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボックスコンテナ、外購入の支出について
19,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグタッチシート外購入の支出について
44,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジたわし、外購入の支出について
21,967

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　他　購入の支出について
64,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除用具入れロッカー　購入の支出について
118,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアケース購入の支出について
18,018

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大コンパス外購入の支出について
59,323

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 用指導書「ＵＲＡＷＳＳⅡ基本セット」外購入の支出について
31,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語辞典購入の支出について
122,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　購入の支出について
5,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アンテナケーブル　購入の支出について
20,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティッシュペーパー外購入の支出について
31,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗外購入の支出について
7,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グロッケン外購入の支出について
76,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ教材「Ｔｈｅ　Ｓｋｙ　Ｂｏｏｋ１」外購入の支出について
41,451

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル外購入の支出について
67,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 包装用フィルムテープ他の購入の支出について
28,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「小学算数３年上」外　購入の支出について
25,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用「漢字ドリル１　２年」外の購入の支出について
21,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用「ひらがな・すうじ」外の購入の支出について
29,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台付きモーター外購入の支出について
74,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール書庫　外の購入の支出について
156,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポップアップスプリンクラーの購入の支出について
75,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管、他購入の支出について
108,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒外購入の支出について
24,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管立　外　の購入の支出について
32,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　外　購入の支出について
136,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル　外購入の支出について
60,786

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール　外　購入の支出について
57,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール外購入の支出について
78,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 次亜塩素酸水外購入の支出について
77,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンプレッサー　の購入の支出について
21,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　購入の支出について
22,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷用原紙の購入の支出について
29,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トランシーバーの購入の支出について
25,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックスほか購入の支出について
319,077

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カホン　外購入の支出について
131,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「新しい社会３指導編」外購入の支出について
59,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外　の購入の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ柄　外購入の支出について
9,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ外　購入の支出について
34,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計購入の支出について
120,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却シート　外　購入の支出について
31,957

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教授用時計模型外購入の支出について
99,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤　購入の支出について
87,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホースリール　購入の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 板書用筆外２６点購入の支出について
292,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコールジェル　購入の支出について
231,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 算数ブロック　外４点購入の支出について
134,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
95,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳びスタンド購入の支出について
70,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボール外購入の支出について
52,734
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
730,737

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 手洗い場タイル補修工事の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室鉄扉ガラス取替補修工事の支出について
33,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室漏電補修工事の支出について
101,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 畳補修工事の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン　外　修理の支出について
70,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
28,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動用ＰＶシステム修理の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
158,339

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
33,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室黒板張替補修の支出について
48,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
55,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 錠補修の支出について
28,589

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教材提示装置修理の支出について
14,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン用ヘッドホン修理の支出について
32,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル料　外の支出について
1,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル料　外の支出について
3,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 階段昇降機点検　手数料の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 会所側溝清掃業務委託の支出について
335,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃業務委託の支出について
85,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 桜の木剪定業務委託の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 薬剤散布業務委託の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 南天満庭球場第３コート使用にかかる使用料の支出について
72,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見にかかる自家用車通行料（６／２７）の支出について
8,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ５年一泊学習下見にかかる高速道路通行料６／２７の支出について
3,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見にかかる自家用車通行料（６／２７）の支出について
5,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アンプ外購入の支出について
42,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ねこと王さま」外　購入の支出について
35,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「タヌキのきょうしつ」外購入の支出について
33,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ねこと王さま」　外　購入の支出について
30,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ねこと王さま」外　購入の支出について
117,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ねこと王さま」ほか　購入の支出について
16,017

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書館用図書購入の支出について
35,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引きＮｏ．１」製造の支出について
63,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー機トナー　購入の支出について
42,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホウキ　外の購入の支出について
64,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル　外購入の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パネコート外購入の支出について
73,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体温計の購入の支出について
43,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「社会科　中学生の地理」外購入の支出について
360,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　外　購入の支出について
136,521

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グリップテープほか購入の支出について
22,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオカセットレコーダー　外購入の支出について
80,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 硬式テニスボール　外購入の支出について
82,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 目薬　外購入の支出について
32,367
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール手袋外購入の支出について
118,199

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 筝爪　購入の支出について
45,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引き」製造請負の支出について
91,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 糸のこ刃　外　購入の支出について
57,673

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引№１」製造請負の支出について
81,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書『理科１』　外の購入の支出について
18,837

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス購入の支出について
42,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引きⅠ製造請負の支出について
96,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パルム用丸ゴム　外　購入の支出について
58,014

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引　Ｎо．１　製造の支出について
93,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビー用ビブス他購入の支出について
26,879

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 苗購入の支出について
1,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル５ｍ他購入の支出について
46,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　外　購入の支出について
42,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引き」製造請負の支出について
67,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール購入の支出について
7,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引き第１集」製造請負の支出について
64,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ用電極パッド　外　購入の支出について
108,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ塗料　外購入の支出について
111,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防球ネット外　購入の支出について
57,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ用電極パッド　外　購入の支出について
158,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 すだれ吊下げ用「金具」購入の支出について
30,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用培養土　外購入の支出について
43,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　外購入の支出について
26,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引き製造の支出について
69,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き　外　購入の支出について
102,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　購入の支出について
77,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引き製造の支出について
98,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性錆止め塗料　外　購入の支出について
25,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 さげ缶　外購入の支出について
37,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 殺虫剤の購入の支出について
16,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
94,409

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 薬品整理箱外購入の支出について
128,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル絵具外購入の支出について
56,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書　購入の支出について
56,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 委員会章　購入の支出について
40,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒氏名ゴム印購入の支出について
21,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外　購入の支出について
233,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用ネット外１点の購入の支出について
17,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車　購入の支出について
47,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ほうき外購入の支出について
59,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻刀　外　購入の支出について
62,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼紙外購入の支出について
61,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計外購入の支出について
43,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学力診断問題購入の支出について
31,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（５月分）　　　　　　　　　の支出について
248,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 英検問題集購入の支出について
41,140
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 オオカナダモ　外購入の支出について
197,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塩ビロールシートの購入の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学級旗　外　購入の支出について
75,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用手袋（Ｍサイズ）外　購入の支出について
58,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
246,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室フロアーコンセント補修工事の支出について
14,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関扉補修工事の支出について
82,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館ガス栓取替工事の支出について
7,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 液晶プロジェクター補修工事の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館１階　理科室１前　外　水道蛇口取付工事の支出について
64,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館窓ガラス入替工事の支出について
24,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
207,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
24,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　他の購入の支出について
60,571

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ用電極パッド　外　購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 除菌清掃用のアルコール液剤の購入の支出について
8,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液　購入の支出について
13,141

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
78,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤外購入の支出について
76,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリエチレン手袋外購入の支出について
46,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「英語表現Ｉ」啓林館３２８購入の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インパクトドライバ―他の購入の支出について
36,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋　外５点購入の支出について
48,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ用電極パッド　外　購入の支出について
62,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（５月分）　　　　　　　　　の支出について
36,911

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 乾電池購入の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電子機器用接続機器　外　購入の支出について
96,317

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 泡ハンドソープ　詰替え用購入の支出について
3,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール製剤　購入の支出について
92,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校案内　外３点印刷の支出について
185,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
286,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 排水詰まり補修工事の支出について
10,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 中学校向け体験・学校説明会案内送付に伴う郵送料の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 空調室内機高圧洗浄　業務委託の支出について
114,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 オートロック付き扉補修工事の支出について
56,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具補修工事の支出について
142,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内各所戸車取替補修工事の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール給水弁取替補修工事の支出について
220,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館トイレ水栓補修工事の支出について
62,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 記念室天井照明漏電補修工事の支出について
500,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室シャッター補修工事の支出について
195,107

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 学習室床補修工事の支出について
196,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 インターホン取替工事の支出について
158,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室空調用冷却塔補修工事の支出について
810,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 下足室屋根補修工事の支出について
143,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎笠木裏爆裂部補修工事の支出について
612,700
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室床補修工事の支出について
539,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室照明スイッチ取替工事の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 手洗い場撤去工事の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 階段照明増設工事の支出について
101,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 プール入口階段手すり設置工事の支出について
85,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 キャビネット購入の支出について
253,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ティンパニ　購入の支出について
97,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 シュレッダーの購入の支出について
216,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ダブルカセットデッキ　購入の支出について
65,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 給湯器の購入の支出について
171,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ステンレス作業台購入の支出について
50,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 給湯器購入の支出について
105,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスマイクロホン外　購入の支出について
124,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 会議用テーブル購入の支出について
105,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　冷蔵庫　購入の支出について
123,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 草刈機　購入の支出について
66,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 綱引き用ロープ　購入の支出について
48,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ホルン購入の支出について
289,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン　購入の支出について
179,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用手袋購入の支出について
3,861

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードプロセッサー購入の支出について
17,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除菌剤外購入の支出について
122,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー　他購入の支出について
39,171

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラートングほか購入の支出について
129,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン室外機用コンプレッサ　外購入の支出について
176,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キャスター　購入の支出について
16,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンディ点火棒外購入の支出について
5,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸形食缶購入の支出について
15,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習用ついたて　外の購入の支出について
59,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 計算ドリルノート２年１学期外　購入の支出について
168,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チャンゴ他購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外の購入の支出について
60,863

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書　購入の支出について
17,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空気清浄機外購入の支出について
69,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キーボード　外購入の支出について
211,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー購入の支出について
32,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文字指導板　外　購入の支出について
325,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
120,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 試料カップ外５点購入の支出について
44,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習プリント　購入の支出について
177,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 次亜塩素酸水　他購入の支出について
51,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーキングペン　外　購入の支出について
52,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸鋼　外　購入の支出について
23,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トランプ　外購入の支出について
123,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪３年」外購入の支出について
231,288
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用泡せっけん　購入の支出について
30,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
72,882

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示ホワイトボード　購入の支出について
134,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷凍冷蔵庫　購入の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外　購入の支出について
74,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　購入の支出について
9,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
230,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 磁気メモボード　外　購入の支出について
167,482

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
66,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 脚立購入の支出について
15,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー　外購入の支出について
69,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＡＮケーブル外購入の支出について
66,253

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 嘔吐物凝固剤　外　購入の支出について
83,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤　購入の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　外　購入の支出について
223,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 家庭学習シラバス印刷・製本の支出について
61,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 通用門ドアクローザー取替工事の支出について
21,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 男子便所小便器漏水補修工事の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内自主放送地デジ対応工事の支出について
836,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３階普通教室照明器具取替補修工事の支出について
33,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２－１教室照明器具補修工事の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室三槽シンク配管補修工事の支出について
28,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室ガラス入れ替え工事の支出について
12,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 普通教室照明器具取替工事の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 男子トイレ扉修繕工事の支出について
161,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン　他　修繕の支出について
144,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 金庫修理の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室保存食用冷凍庫　修理の支出について
18,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オージオメータ修理の支出について
16,137

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫修理の支出について
48,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折り機修理の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ステンレス台修理の支出について
28,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給湯器の修理の支出について
4,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 衣類乾燥機処分にかかる経費の支出について
4,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 カーテンクリーニングの支出について
21,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 衣類乾燥機処分にかかる経費の支出について
2,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木防虫作業業務委託の支出について
34,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃業務委託の支出について
65,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃　業務委託の支出について
93,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫駆除作業委託の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ７月真田山野球場使用料（６／３０）の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 衣類乾燥機購入の支出について
60,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
144,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「タヌキのきょうしつ」外購入の支出について
17,883

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
35,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　ほか購入の支出について
140,360
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型電子体温計購入の支出について
75,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　外　購入の支出について
43,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指示棒外購入の支出について
103,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラウンドブロック外購入の支出について
59,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「中学体育実技２０２０」購入の支出について
153,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書　外　購入の支出について
42,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙　外　購入の支出について
189,833

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸　外　購入の支出について
164,813

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外購入の支出について
81,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引き」製造請負の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーフィールドパウダー　外　購入の支出について
179,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チューナー　購入の支出について
22,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　他購入の支出について
60,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計購入の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車用傘スタンド購入の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示板　外購入の支出について
100,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　外　購入の支出について
46,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームシャツ購入の支出について
84,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 冊子「進路の手引き」製造請負の支出について
72,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館３階男子トイレ小便器漏水補修工事の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 部室棟西側鉄扉・面格子塗装工事の支出について
110,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 南館東側シャッター鍵取替工事の支出について
77,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ギター　修理の支出について
26,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 管楽器修理の支出について
136,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 下福島グランド使用にかかる使用料（６月２９日）の支出について
39,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 校園名入封筒　購入の支出について
40,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンドグラス用ガラス　他の購入の支出について
6,231

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 オープンスクール案内送付（６／２９）に係る送料の支出について
36,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 テニス支柱埋菅移設撤去補修工事の支出について
253,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 エキスパンションジョイント交換補修の支出について
218,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関扉フロアーヒンジ補修工事の支出について
187,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール更衣室庇補修工事の支出について
281,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ床面補修工事の支出について
64,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 学校外柵及び外周格子基礎部塗装工事の支出について
219,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館４階女子トイレブース補修工事の支出について
602,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階男子トイレ手洗い水栓補修工事の支出について
60,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食物資搬入口門扉補修工事の支出について
106,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室　排水管漏水補修工事の支出について
285,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 パソコン教室天井部漏水補修工事の支出について
253,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 家庭科室給水管漏水補修工事の支出について
276,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 揚水ポンプ取替工事の支出について
871,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎　階段床シート補修工事の支出について
329,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 既設壁掛プロジェクター用ＨＤＭＩ壁付工事の支出について
135,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 紙折り機購入の支出について
330,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレ用サンダルの購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 非接触体温計　購入の支出について
15,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
2,384,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 花苗購入の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 歯鏡　外　購入の支出について
11,097

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 苗木外購入の支出について
6,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
466,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
106,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
6,763

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
37,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 電話使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 電話使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
15,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　手数料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ黒　外購入の支出について
141,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板　外　購入の支出について
56,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育副読本購入の支出について
19,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　購入の支出について
4,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書室用図書購入の支出について
70,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 数字シール　外　購入の支出について
59,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
155,414

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナー　外　購入の支出について
28,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計の購入の支出について
21,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＰＤ錠剤外購入の支出について
13,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール製剤　外　購入の支出について
20,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外　購入の支出について
48,027

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーマグネット丸形　外　購入の支出について
19,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本『わたしたちの大阪３年』購入の支出について
9,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書　購入の支出について
28,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表ファイル外購入の支出について
130,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール他の購入の支出について
17,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触体温計　購入の支出について
105,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用気体外購入の支出について
62,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機用ガン　外購入の支出について
93,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカーペン外購入の支出について
142,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サンドペーパー　外購入の支出について
41,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表用ホワイトボード外購入の支出について
63,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール　外購入の支出について
89,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式クリーナー購入の支出について
9,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 砂落としマット外購入の支出について
170,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｕ－ＳＳＴソーシャルスキルワーク　購入の支出について
142,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水やりタイマー　外　購入の支出について
47,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書ワーク外購入の支出について
84,981

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子式液体蚊取り外購入の支出について
45,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テレビ　購入の支出について
72,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自在ホーキ　外購入の支出について
121,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
22,297,930
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型電子体温計（６台）及び消毒液　購入の支出について
213,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テストプリント　１年国語外購入の支出について
173,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 棒温度計外購入の支出について
176,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙外購入の支出について
187,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土購入の支出について
47,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋外購入の支出について
106,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー購入の支出について
57,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーたわし他の購入の支出について
100,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　購入の支出について
37,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外購入の支出について
148,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトハンドボール外購入の支出について
53,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク他の購入の支出について
98,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤　外　購入の支出について
118,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤの苗外購入の支出について
4,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防犯カメラ外購入の支出について
146,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルホルダー外購入の支出について
88,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 業務用布タワシ他購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子キーボード購入の支出について
4,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水切り外購入の支出について
47,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール消毒剤外購入の支出について
20,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドピアノカバー　他購入の支出について
186,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコン端末プリンタ用トナー購入の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 種ひまわり　外購入の支出について
12,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
29,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル購入の支出について
35,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすうブロック　外購入の支出について
225,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「国語　一　上」外購入の支出について
72,169

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液　外購入の支出について
52,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニルテープほか購入の支出について
90,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙外購入の支出について
21,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　購入の支出について
38,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 移動台車外購入の支出について
33,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テープカートリッジ　外購入の支出について
51,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　購入の支出について
37,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベース　外　購入の支出について
88,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡　外　購入の支出について
105,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 知的玩具「アルゴ」外購入の支出について
49,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 公印　購入の支出について
11,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター外購入の支出について
161,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グラウンド用白線　外　購入の支出について
71,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワンタッチタイマーほか　購入の支出について
64,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
92,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事務用チェア外購入の支出について
84,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジョイントマット　購入の支出について
48,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス外購入の支出について
83,900
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマウス外購入の支出について
137,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　購入の支出について
28,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土他購入の支出について
55,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール他の購入の支出について
399,073

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外購入の支出について
133,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外購入の支出について
17,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
198,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ろ紙　外購入の支出について
288,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 背面ロッカー　購入　の支出について
32,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
64,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
28,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
91,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南校舎１階廊下天井塗装補修工事の支出について
193,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
547,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 正門前道路側溝補修工事の支出について
127,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場埋設排水管漏水補修工事の支出について
48,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東校舎１階廊下天井塗装補修工事の支出について
198,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西校舎１階土間補修工事の支出について
176,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 換気扇カバー取替補修工事の支出について
15,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 特別支援教室　畳交換工事の支出について
57,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西校舎２階廊下塗装補修工事の支出について
198,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 個室トイレ鍵取替補修工事の支出について
41,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
163,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
8,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫修理の支出について
35,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
16,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子オルガンの修理の支出について
35,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折り機修理の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
26,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
47,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
25,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
25,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
8,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,990,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,504,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 高速回線使用料（５月分）の支出について
15,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
2,326,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
183,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃業務委託の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 防虫薬剤散布　業務委託の支出について
52,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
703,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 水やりタイマー　外　購入の支出について
48,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ購入の支出について
262,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ購入の支出について
196,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 跳び箱　外　購入の支出について
231,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用山のちょうじょうの木のてっぺん外購入の支出について
71,913



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「おれ、よびだしになる」外　購入の支出について
35,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おれ、よびだしになる」外購入の支出について
46,797

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「タヌキのきょうしつ」外購入の支出について
31,455

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「月と珊瑚」外　購入の支出について
52,701

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ねこと王さま」他の購入の支出について
33,363

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ねこと王さま」外購入の支出について
62,277

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
76,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 用図書『山のちょうじょうの木のてっぺん』外購入の支出について
47,414

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「タヌキのきょうしつ」外　購入の支出について
35,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「おれよびだしになる」他購入の支出について
17,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おれ、よびだしになる」外　購入の支出について
17,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー特別教育補講受講料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館モップ　外の購入の支出について
26,653

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ合板　外　購入の支出について
36,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 蒲生公園（野球場）使用料７月分（６／３０）の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触式体温計　購入の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 窓飾りガラスシートの購入の支出について
96,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボタン　外購入の支出について
111,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄工ドリル外購入の支出について
171,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カッター替刃　他　購入の支出について
45,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 「進路の手引き」製造の支出について
52,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球ボール　外　購入の支出について
139,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引き（第１集）の製造請負の支出について
68,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 多用途除菌消臭液スターターキット外　購入の支出について
26,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール　外　購入の支出について
99,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター　外　購入の支出について
107,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引№１冊子　製造請負の支出について
77,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻刀購入の支出について
19,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
46,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール製剤　購入の支出について
7,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クオーツ掛け時計外購入の支出について
216,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タイルカーペット購入の支出について
133,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗石鹸　外の購入の支出について
54,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バケツ　外購入の支出について
18,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
9,384,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール購入の支出について
18,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引き第１集　製造の支出について
71,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 衣類用洗剤　外　購入の支出について
21,671

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺購入の支出について
31,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水温計外購入の支出について
15,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バンダナ外購入の支出について
47,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　他　購入の支出について
40,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤの苗　外購入の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 多用途除菌消毒液外購入の支出について
339,009

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触式体温計購入の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非接触型体温計　購入の支出について
10,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性刷毛　外購入の支出について
23,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石けんネット　外　購入の支出について
99,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 「進路の手引」（第一集）製造請負の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台外購入の支出について
32,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水泳帽子外購入の支出について
259,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビーボール外購入の支出について
184,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
379,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 平面式ホワイトボード張替工事の支出について
103,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
343,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
118,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,289,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,978,527

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
941,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 文書読解・作成能力検定　検定料の支出について
350,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
38,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 空調機分解清掃業務委託の支出について
254,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
283,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 レーザープリンター　外　購入の支出について
144,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
191,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「アーモンド」外　購入の支出について
328,526

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 チェーンソー講習受講の支出について
5,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドソープ購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 窓用換気扇購入の支出について
145,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い洗剤及びアルコールスプレー　購入の支出について
25,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル購入の支出について
25,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＣソフト「傍用問題集生物統合版」外購入の支出について
38,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコールジェル消毒液購入の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印　購入の支出について
34,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　他　購入の支出について
131,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 恒温水槽　外購入の支出について
97,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸器購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シャワーポンプ　購入の支出について
18,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 水習字用半紙他購入の支出について
28,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ウッドデッキ角材　ほか　購入の支出について
172,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドジェル購入の支出について
47,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　他４点購入の支出について
99,271

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 指導要録印刷の支出について
24,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,759,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール外購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
11,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校案内印刷の支出について
61,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
15,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
305,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
613,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
271,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 全商英語検定受験に伴う受験料（６／３０）の支出について
6,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
33,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 今津運動場使用料７月分（６／３０）の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
19,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（７月分）　　　　　　　　　　　の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館２階電動バスケットゴール補修工事の支出について
494,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校庭防球ネット補修工事の支出について
188,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上プールろ過装置補修工事の支出について
247,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎壁掛大時計補修工事の支出について
146,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール止水栓漏水補修工事の支出について
173,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールブロック塀及びフェンス基礎補修工事の支出について
398,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過配管漏水補修工事の支出について
385,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関ドアホン補修工事の支出について
225,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防犯カメラ配線補修工事の支出について
544,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３・４階渡り廊下漏水補修工事の支出について
324,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 補給水槽ボールタップ取替工事の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内放送設備補修工事の支出について
377,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 貯水棟漏水補修工事の支出について
15,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内インターホン補修工事の支出について
65,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室アコーディオンカーテン取替補修工事の支出について
356,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 花壇補修工事の支出について
306,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 １年４組教室照明器具増設工事の支出について
36,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教室前後掲示板設置工事の支出について
196,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 プールサイドシート張り工事の支出について
641,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 製氷機　購入の支出について
220,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 上置き本棚　購入の支出について
245,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 バレーボール支柱　外　購入の支出について
158,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 充電式ジグソー購入の支出について
47,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 マリンバ　購入の支出について
214,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 収納庫　購入の支出について
64,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 屋内用エバ―マット　購入の支出について
173,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 高圧洗浄機　購入の支出について
134,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 絵画作品乾燥棚購入の支出について
60,500

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
37,506

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
820

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
2,000

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
2,020

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
360

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
260

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
340,126

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
246,171

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
1,760
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教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
93,920

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第１期の支給について
26,754,000

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第１期の支給について
151,885,500

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第１期の支給について
68,719,200

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

令和02年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第１期の支給について
11,289,900

消防局 総務課 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　航空隊基地水道料金の支出について（４月分）
2,250

消防局 総務課 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用　電話使用料（広報パソコンプロバイダ料）の支出について（４月分）
2,728

消防局 総務課 令和02年06月02日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（あべのシャルム３室分）の支出について（５月分）
8,256

消防局 総務課 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 庁舎管理用　ＬＰＧ料金の支出について（５月分）
26,066

消防局 総務課 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　電話使用料（まいしまイリジウム）の支出について（４月分）
5,900

消防局 総務課 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 ヘリ動態管理用　データサービス利用料（航空隊イリジウム）の支出について（４月分）
48,247

消防局 総務課 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用　救急安心センター業務用　消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について（４月分）
2,900,040

消防局 総務課 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用　救急安心センター業務用　消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について（４月分）
32,670

消防局 総務課 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　会費 大阪府下消防長会用　令和２年度大阪府下消防長会会費の支出について
220,000

消防局 総務課 令和02年06月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（小川ハイツ２室分）の支出について（５月分）
5,504

消防局 総務課 令和02年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　郵便切手290円ほか９点買入経費の支出について
190,300

消防局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
89,343

消防局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
12,342

消防局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
17,568

消防局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
7,345

消防局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,750

消防局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
38,775

消防局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
440

消防局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,600

消防局 総務課 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の再支出について（４月分）
560

消防局 総務課 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　地域冷暖房ガス料金の支出について（５月分）
8,147

消防局 総務課 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　道頓堀出張所電気・水道料金の支出について（５月分）
192,777

消防局 総務課 令和02年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　梅田出張所光熱水費の支出について（５月分）
155,290

消防局 総務課 令和02年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　西九条出張所電気料金の支出について（５月分）
183,361

消防局 総務課 令和02年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 警防活動用　高所カメラ（ＯＡＰ）電気料金の支出について（７月分）
16,650

消防局 総務課 令和02年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（５月分）
2,377

消防局 総務課 令和02年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（小川ハイツ）の支出について（５月分）
2,752

消防局 総務課 令和02年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（５月分）
2,376

消防局 総務課 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報償費　報償金 法制執務用　委任契約に伴う訴状案の作成等にかかる弁護士費用の支出について（令和２年度４月、５月分）
552,750

消防局 総務課 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　消防局庁舎下水道料金の支出について（５月分）
178,612

消防局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　北消防署ほか25か所　電気料金の支出について（５月分）
3,554,369

消防局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　其他委員等旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
460

消防局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
46,820

消防局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　消防局（総務課）ほか１か所カラーデジタル複合機の経費の支出について（５月分）
24,665

消防局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用・警防事務用　消防局（人事課）ほか６か所乾式デジタル複合機の経費の支出について（５月分）
47,224

消防局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　警防事務用　消防局（総務課モノクロ）ほか３か所乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）に係る経費の支出について（５月分）
20,656

消防局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用・警防事務用　消防局（人事課）ほか６か所乾式デジタル複合機の経費の支出について（５月分）
48,051

消防局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　警防事務用　消防局（総務課モノクロ）ほか３か所乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）に係る経費の支出について（５月分）
30,063

消防局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　令和２年度大阪市消防局庁舎ほか90か所産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）経費の支出について（５月分）
651,222

消防局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 文書管理用　令和２年度大阪市消防局文書等逓送業務委託（長期継続）の経費の支出について（５月分）
496,598

消防局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　令和２年度大阪市消防局庁舎受付案内業務委託経費の支出について（５月分）
490,655

消防局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用　救急安心センター業務用　消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について（５月分）
33,759
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消防局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用　救急安心センター業務用　消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について（５月分）
3,020,380

消防局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　高度専門教育訓練センター水道料金の支出について（４・５月分）
202,655

消防局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　阿倍野防災センター・南方面隊電気料金の支出について（５月分）
195,457

消防局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 警防活動用　高所カメラ（あべのハルカス）電気料金の支出について（５月分）
33,000

消防局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　電話使用料（アイサットフォン・ＢＧＡＮ衛星携帯電話）の支出について（５月分）
26,112

消防局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　航空隊基地水道料金の支出について（５月分）
2,250

消防局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用　電話使用料（広報パソコンプロバイダ料）の支出について（５月分）
2,728

消防局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用　電話使用料（局広報パソコン）の支出について（５月分）
5,467

消防局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　令和２年度大阪市消防局庁舎清掃業務委託（長期継続）の経費の支出について（５月分）
913,000

消防局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用　消防寝具（包布）借入（単価契約）経費の支出について（５月分）
347,512

消防局 施設課 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　消防局（施設課Ａ２）乾式デジタル複合機及び関連消耗品の経費の支出について（４月分）
22,968

消防局 施設課 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　揮発油（消防局）第１四半期に係る経費の支出について（４月分）
2,864,400

消防局 施設課 令和02年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（消防局）に係る経費の支出について（４月分）
2,442,960

消防局 施設課 令和02年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 消防艇燃料用　軽油（消防局）第１四半期（水上消防署）に係る経費の支出について（４月分）
483,120

消防局 施設課 令和02年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　軽油スタンド給油分（消防局）に係る経費の支出について（４月分）
840,882

消防局 施設課 令和02年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 消防ヘリコプター用　燃料に係る経費の支出について（４月分）
2,185,766

消防局 施設課 令和02年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　軽油（消防局）第１四半期に係る経費の支出について（４月分）
2,219,760

消防局 施設課 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎整備用　北消防署大淀町出張所給湯管補修工事の経費の支出について
326,315

消防局 施設課 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　消防局（西消防署併設）ほか３か所エレベーター保守点検業務委託（長期継続）経費の支出について（４月分）
424,380

消防局 施設課 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 委託料　委託料 庁舎整備用　天王寺消防署元町出張所新築工事に伴う電気設備移設工事に係る経費の支出について
12,347

消防局 施設課 令和02年06月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎（西消防署併設）施設維持管理業務委託（長期継続）経費の支出について（令和２年４月分）
2,057,770

消防局 施設課 令和02年06月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　中央消防署施設管理委託料の支出について（７月分）
21,344

消防局 施設課 令和02年06月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　港災害待機宿舎施設管理委託料の支出について（６月分）
6,300

消防局 施設課 令和02年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　北消防署梅田出張所施設管理委託料の支出について（６月分）
378,086

消防局 施設課 令和02年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用　北消防署梅田出張所修繕積立金の支出について（６月分）
105,024

消防局 施設課 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 高所カメラ情報収集用　機器場所（ＯＡＰタワー）賃借料の支出について（７月分）
7,700

消防局 施設課 令和02年06月24日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 工事請負費　新規工事費 庁舎整備用　天王寺消防署元町出張所建設工事に伴う街路樹撤去にかかる経費の支出について
1,021,680

消防局 施設課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 災害対応用　災害待機宿舎（あべのシャルム）管理委託・修繕積立金の支出について（７月分）
34,978

消防局 施設課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 災害対応用　災害待機宿舎（シティコーポ今福鶴見）管理委託・修繕積立金の支出について（７月分）
6,700

消防局 施設課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　此花消防署ほか２か所エレベーター保守点検業務委託（長期継続）経費の支出について（５月分）
191,950

消防局 施設課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　災害待機宿舎（小川ハイツ九条南）賃借料の支出について（７月分）
274,000

消防局 施設課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（リリアンヌ）賃借料の支出について（７月分）
93,000

消防局 施設課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（パレステュディオ四谷）賃借料の支出について（７月分）
94,500

消防局 施設課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（グラーサ銀座イースト）賃借料の支出について（７月分）
90,000

消防局 施設課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　分担金 災害対応用　災害待機宿舎（あべのシャルム）管理委託・修繕積立金の支出について（７月分）
13,539

消防局 施設課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　分担金 災害対応用　災害待機宿舎（シティコーポ今福鶴見）管理委託・修繕積立金の支出について（７月分）
14,200

消防局 施設課 令和02年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 中央消防署災害待機宿舎（セイワパレス大手前西）の新規賃貸借契約締結に伴う経費の支出について
126,500

消防局 施設課 令和02年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　火災保険料 中央消防署災害待機宿舎（セイワパレス大手前西）の新規賃貸借契約締結に伴う経費の支出について
18,000

消防局 施設課 令和02年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 高所カメラ情報収集用　機器場所（あべのハルカス）賃借料の支出について（５月分）
132,000

消防局 施設課 令和02年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 中央消防署災害待機宿舎（セイワパレス大手前西）の新規賃貸借契約締結に伴う経費の支出について
200,000

消防局 施設課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　揮発油（消防局）第１四半期に係る経費の支出について（５月分）
3,819,200

消防局 施設課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　印刷製本費 庁舎整備用　工事図面印刷の経費の支出について
30,060

消防局 予防課 令和02年06月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 指定管理業務用　令和２年度大阪市立阿倍野防災センター管理運営業務経費の支出について（４月分）
7,075,211

消防局 予防課 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自主防災体制助長用　自主防災指導業務委託契約経費の支出について（令和２年５月分）
9,721,250

消防局 予防課 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自主防災管理体制促進用　消防訓練指導業務委託経費の支出について（５月分）
16,834,125

消防局 予防課 令和02年06月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報償費　報償金 火災予防啓発用　令和２年度大阪市防火標語の選考にかかる謝礼金の支出について
28,400

消防局 予防課 令和02年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 火災調査用　ＥＴＣ業務用カードの作成手数料の支出について
1,782
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消防局 予防課 令和02年06月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 指定管理業務用　令和２年度大阪市立阿倍野防災センター管理運営業務経費の支出について（５月分）
7,075,204

消防局 規制課 令和02年06月03日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 規制課事務用　煙火消費保安講習会案内送付用切手の購入経費の支出について
3,108

消防局 警防課 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　映像伝送（ネットワーク）回線使用料の経費の支出について（４月分）
7,700

消防局 警防課 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　映像伝送プロバイダ使用料の経費の支出について（４月分）
10,780

消防局 警防課 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 防災情報システム用　回線使用料（航空隊用）に係る経費の支出について（４月分）
5,467

消防局 警防課 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　消防車両動態管理システム用回線使用料（４月分）の支出について
96,822

消防局 警防課 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　災害情報共有アプリケーション（Ｄｎｅｔ）回線使用料の支出について（４月分）
6,776

消防局 警防課 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　車載端末装置（タブレット型）データ通信料の支出について（４月分）
561,510

消防局 警防課 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　携帯・IP電話発信位置情報用回線利用料の支出について（４月分）
82,242

消防局 警防課 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　映像伝送回線使用料の経費の支出について（４月分）
5,940

消防局 警防課 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　消防車両動態管理（Xi）回線使用料の支出について（４月分）
124,300

消防局 警防課 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　大阪府震度情報送信回線の経費の支出について（４月分）
4,521

消防局 警防課 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　車載端末装置（固定型）データ通信料の支出について（４月分）
105,728

消防局 警防課 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　阪神高速道路カメラ映像取得回線使用料の支払いについて（令和２年４月分）
22,902

消防局 警防課 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　消防車両動態管理（ＦＯＭＡ）回線使用料の支出について（４月分）
39,600

消防局 警防課 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 防災情報、救急医療、非常参集・気象システム用　回線使用料に係る経費の支出について（４月分）
19,371

消防局 警防課 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　専用回線（ＮＴＴ）利用料の支出について（令和２年４月分）
1,473,710

消防局 警防課 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　大阪府震度情報受信回線の経費の支出について（４月分）
18,381

消防局 警防課 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　災害情報共有アプリケーション（Ｄｎｅｔ）プロバイダ料の支出について（４月分）
1,485

消防局 警防課 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　専用線・IP回線使用料の支出について（令和２年４月分）
337,700

消防局 警防課 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　回線（天王寺指令センター）利用料の支出について（令和２年５月分）
30,310

消防局 警防課 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 防災情報・非常参集用　プロバイダ等使用料に係る経費の支出について（４月分）
7,249

消防局 警防課 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　消防車（Ｒ３１）の車両整備業務委託の経費の支出について
9,240

消防局 警防課 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　令和２年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（１）業務委託（概算契約）の経費の支出について（４月分）
598,871

消防局 警防課 令和02年06月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　非常参集共同サーバ使用料・ドメイン管理料に係る経費の支出について（４月分）
8,800

消防局 警防課 令和02年06月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　消防情報システムネットワークにかかる通信サービス使用料の支出について（４月分）
869,000

消防局 警防課 令和02年06月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　消防車継続検査整備業務委託の経費の支出について
99,220

消防局 警防課 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供係る経費の支出について（４月分）
480,700

消防局 警防課 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　令和２年度救急車の定期点検整備、継続検査整備業務委託（概算契約）の経費の支出について（５月分）
150,145

消防局 警防課 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　令和２年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（２）業務委託（概算契約）の経費の支出について（５月分）
26,400

消防局 警防課 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　令和２年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（３）業務委託（概算契約）の経費の支出について（５月分）
356,400

消防局 警防課 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　負担金 警防業務用　電波利用料（デジタル簡易無線局100局）の支出について
40,000

消防局 警防課 令和02年06月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　会費 災害協力体制調整用　阪神高速道路消防協議会の会費の支出について
5,000

消防局 警防課 令和02年06月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　消防車（ＬＴ１）ほか２台の車両整備業務委託の経費の支出について
54,340

消防局 警防課 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車等のノーマルタイヤ入替及び交換の経費の支出について
68,640

消防局 警防課 令和02年06月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 警防課用　管外出張旅費の支出について（潜水士免許取得試験受験職員派遣６月４日）
19,200

消防局 警防課 令和02年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 自動車整備用　７月分消防自動車等継続検査（所属契約分）重量税３台分及び手数料３台分の経費の支出について
3,600

消防局 警防課 令和02年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　救急車（Ａ２７６）の車両整備業務委託の経費の支出について
21,065

消防局 警防課 令和02年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 救助活動用　大型油圧救助器具分解整備業務委託に伴う経費の支出について（その２）
423,500

消防局 警防課 令和02年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 公課費　公課費 自動車整備用　７月分消防自動車等継続検査（所属契約分）重量税３台分及び手数料３台分の経費の支出について
103,000

消防局 警防課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　消防情報システムネットワークにかかる通信サービス使用料の支出について（５月分）
869,000

消防局 警防課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　大阪市緊急通報システム（NET119）サービスの利用料の支出について（５月分）
187,000

消防局 警防課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　損害保険料 自動車整備用　７月分消防自動車等継続検査自動車損害賠償責任保険料２３台分に係る経費の支出について
219,110

消防局 警防課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 初動消防活動支援システム用　初動消防活動支援システム端末等一式長期借入に係る経費の支出について（５月分）
93,225

消防局 警防課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　令和２年度２５００分１精度地図データ借入経費の支出ついて（５月分）
1,298,880

消防局 警防課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系ネットワーク用　ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（消防局）一式　長期借入に係る経費の支出について（５月分）
20,268

消防局 警防課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成30年度庁内情報利用パソコン等機器一式（消防局）長期借入経費の支出について（５月分）
1,028,893
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消防局 警防課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入経費の支出について（５月分）
1,170,056

消防局 警防課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成２８年度庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式　長期借入に係る経費の支出について（５月分）
680,436

消防局 警防課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　消防情報システム業務用端末等一式長期借入に係る経費の支出について（５月分）
1,439,350

消防局 警防課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　令和２年度１万分１精度地図データほか２点借入経費の支出について（５月分）
220,000

消防局 警防課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系ネットワーク用　平成２９年度ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
44,000

消防局 警防課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　令和元年度庁内情報利用パソコン等機器一式（消防局）長期借入経費の支出について（５月分）
1,117,776

消防局 警防課 令和02年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　非常参集共同サーバ使用料・ドメイン管理料に係る経費の支出について（５月分）
8,800

消防局 警防課 令和02年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　発信地システム使用料の支出について（５月分）
529,298

消防局 警防課 令和02年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　消防車（Ｒ５２）の車両整備業務委託の経費の支出について
11,000

消防局 警防課 令和02年06月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ST220）のターボチャージャー等修繕の経費支出について
473,507

消防局 警防課 令和02年06月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 大阪府広域災害・救急医療情報システム用　回線使用料（５月分）の支出について
4,959

消防局 警防課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　車載端末装置（固定型）データ通信料の支出について（５月分）
105,728

消防局 警防課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　大阪府震度情報送信回線の経費の支出について（５月分）
4,521

消防局 警防課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　消防車両動態管理（ＦＯＭＡ）回線使用料の支出について（５月分）
39,600

消防局 警防課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　阪神高速道路カメラ映像取得回線使用料の支払いについて（令和２年５月分）
22,902

消防局 警防課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　車載端末装置（タブレット型）データ通信料の支出について（５月分）
561,510

消防局 警防課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 防災情報システム用　回線使用料（航空隊用）に係る経費の支出について（５月分）
5,467

消防局 警防課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　映像伝送回線使用料の経費の支出について（５月分）
5,940

消防局 警防課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　携帯・IP電話発信位置情報用回線利用料の支出について（５月分）
82,242

消防局 警防課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　大阪府震度情報受信回線の経費の支出について（５月分）
18,381

消防局 警防課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　映像伝送プロバイダ使用料の経費の支出について（令和２年５月分）
10,780

消防局 警防課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　専用線・IP回線使用料の支出について（令和２年５月分）
325,600

消防局 警防課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　災害情報共有アプリケーション（Ｄｎｅｔ）回線使用料の支出について（５月分）
6,776

消防局 警防課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　映像伝送（ネットワーク）回線使用料の経費の支出について（５月分）
7,700

消防局 警防課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　専用回線（ＮＴＴ）利用料の支出について（令和２年５月分）
1,473,710

消防局 警防課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　災害情報共有アプリケーション（Ｄｎｅｔ）プロバイダ料の支出について（５月分）
1,485

消防局 警防課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 防災情報、救急医療、非常参集・気象システム用　回線使用料に係る経費の支出について（５月分）
19,371

消防局 警防課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　消防車両動態管理（Xi）回線使用料の支出について（５月分）
124,300

消防局 警防課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　消防車両動態管理システム用回線使用料の支出について（５月分）
96,822

消防局 警防課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 警防活動用　消防自動車に係るETC業務用カードの作成手数料の支出について
7,128

消防局 警防課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　令和２年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（１）業務委託（概算契約）の経費の支出について（５月分）
3,586,551

消防局 北消防署 令和02年06月03日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　救急活動用スマートフォン修理に伴う経費の支出について
38,280

消防局 北消防署 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 職員管理用　麦茶買入に伴う経費の支出について
19,094

消防局 北消防署 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパー買入に伴う経費の支出について
37,587

消防局 北消防署 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　本署救急車（Ａ３５１）ほか１台エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
12,100

消防局 北消防署 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,089

消防局 北消防署 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
18,481

消防局 北消防署 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
12,298

消防局 北消防署 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（Ｒ１０４）シャッター修理経費の支出について
23,540

消防局 北消防署 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,300

消防局 北消防署 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,795

消防局 北消防署 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
822

消防局 北消防署 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁内情報パソコン用　庁内情報パソコン用トナーカートリッジ買入に伴う経費の支出について
169,092

消防局 北消防署 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（５月分）
24,369

消防局 北消防署 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　ガスコンロ修理に伴う経費の支出について
78,386

消防局 北消防署 令和02年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎衛生管理用　本庄出張所の汚水配管修理に伴う経費の支出について
92,871

消防局 北消防署 令和02年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　南森町救急車（Ａ３８２）エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
6,050
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消防局 北消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
13,094

消防局 都島消防署 令和02年06月03日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ST102）修理に伴う経費の支出について
64,350

消防局 都島消防署 令和02年06月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５５）ほか２台　エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
18,150

消防局 都島消防署 令和02年06月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ修理に伴う経費の支出について
26,840

消防局 都島消防署 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
7,426

消防局 都島消防署 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
10,522

消防局 都島消防署 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
168

消防局 都島消防署 令和02年06月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　換気扇修理に伴う経費の支出について
93,500

消防局 都島消防署 令和02年06月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（５月分）
12,273

消防局 都島消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
4,460

消防局 福島消防署 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６７）エンジンオイル交換経費の支出について
6,050

消防局 福島消防署 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,398

消防局 福島消防署 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
14,251

消防局 福島消防署 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,679

消防局 福島消防署 令和02年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（５月分）
11,883

消防局 福島消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
20,160

消防局 福島消防署 令和02年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
17,600

消防局 福島消防署 令和02年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
16,709

消防局 此花消防署 令和02年06月02日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパーほか７点の買入に伴う経費の支出について
113,399

消防局 此花消防署 令和02年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
34,089

消防局 此花消防署 令和02年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,755

消防局 此花消防署 令和02年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
84

消防局 此花消防署 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式消防ポンプ修理に伴う経費の支出について
22,000

消防局 此花消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴＲ43）メインスイッチ修理経費の支出について
42,900

消防局 此花消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ283）エンジンオイル交換経費の支出について
6,050

消防局 此花消防署 令和02年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（５月分）
17,401

消防局 此花消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
8,490

消防局 中央消防署 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 消防事務用　ファクシミリ感熱記録紙Ａほか１点買入に伴う経費の支出について
5,940

消防局 中央消防署 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁内情報パソコン用トナーカートリッジ　トナーカートリッジ買入に伴う経費の支出について
140,910

消防局 中央消防署 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車２台（Ａ３８８・Ａ３９５）エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
12,100

消防局 中央消防署 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ修理に伴う経費の支出について
47,773

消防局 中央消防署 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
20,125

消防局 中央消防署 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
6,600

消防局 中央消防署 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
11,934

消防局 中央消防署 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,850

消防局 中央消防署 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
588

消防局 中央消防署 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,170

消防局 中央消防署 令和02年06月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器（Ａ１－１２ＯＳ型）陽圧切替レバー修理に伴う経費の支出について
38,500

消防局 中央消防署 令和02年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　 台所用合成洗浄剤ほか３点買入に伴う経費の支出について
9,350

消防局 中央消防署 令和02年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（５月分）（上町出張所）
5,292

消防局 中央消防署 令和02年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（５月分）（本署）
12,739

消防局 中央消防署 令和02年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　テプラテープＡほか７点買入に伴う経費の支出について
32,857

消防局 中央消防署 令和02年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器（Ａ１－１２ＯＳ型）面体接続部修理に伴う経費の支出について
38,500

消防局 中央消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
1,284

消防局 西消防署 令和02年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
12,540

消防局 西消防署 令和02年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,751

消防局 西消防署 令和02年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
8,504
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消防局 西消防署 令和02年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
9,680

消防局 西消防署 令和02年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
6,100

消防局 西消防署 令和02年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
336

消防局 西消防署 令和02年06月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパーほか２点買入経費の支出について
43,634

消防局 西消防署 令和02年06月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　遠赤外線放射衣類乾燥機修理に伴う経費の支出について
91,080

消防局 西消防署 令和02年06月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（５月分）
12,520

消防局 西消防署 令和02年06月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２９２）エンジンオイル交換及び経費の支出について
6,050

消防局 西消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
2,750

消防局 港消防署 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（４月分）
18,152

消防局 港消防署 令和02年06月02日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパー買入に伴う経費の支出について
29,920

消防局 港消防署 令和02年06月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
6,143

消防局 港消防署 令和02年06月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
84

消防局 港消防署 令和02年06月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
940

消防局 港消防署 令和02年06月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５８）のエンジンオイル交換に伴う経費の支出について（５月分）
6,050

消防局 港消防署 令和02年06月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　ホース搬送車（ＤＢ２５）の定期点検整備業務委託に伴う経費の支出について
5,500

消防局 港消防署 令和02年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（５月分）
12,700

消防局 大正消防署 令和02年06月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６８）エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
6,050

消防局 大正消防署 令和02年06月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　スマートフォン修理に伴う経費の支出について
24,090

消防局 大正消防署 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,083

消防局 大正消防署 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,928

消防局 大正消防署 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
14,321

消防局 大正消防署 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,180

消防局 大正消防署 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２６１）のタイヤ交換に伴う経費の支出について
53,680

消防局 大正消防署 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
550

消防局 大正消防署 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
84

消防局 大正消防署 令和02年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（５月分）
15,029

消防局 大正消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
13,232

消防局 大正消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
2,066

消防局 大正消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
13,664

消防局 大正消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
262

消防局 大正消防署 令和02年06月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助工作車（ＢＲ１５）のタイヤ交換に伴う経費の支出について
55,000

消防局 天王寺消防署 令和02年06月04日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３１８）継続検査整備業務委託経費の支出について
23,980

消防局 天王寺消防署 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７１）ほか１台エンジンオイル交換経費の支出について
12,100

消防局 天王寺消防署 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
110

消防局 天王寺消防署 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
29,769

消防局 天王寺消防署 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
596

消防局 天王寺消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（５月分）の支出について
13,701

消防局 天王寺消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　エンジンカッター修理経費の支出について
28,633

消防局 浪速消防署 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（４月分）
26,334

消防局 浪速消防署 令和02年06月03日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　浪速出張所洗濯機の修理に伴う経費の支出について
13,255

消防局 浪速消防署 令和02年06月04日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２０１）バッテリー交換に伴う経費の支出について
37,400

消防局 浪速消防署 令和02年06月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレ用洗剤ほか７点の買入に伴う経費の支出について
144,320

消防局 浪速消防署 令和02年06月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
14,498

消防局 浪速消防署 令和02年06月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
17,314

消防局 浪速消防署 令和02年06月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
13,632

消防局 浪速消防署 令和02年06月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６２）ほか２台のエンジンオイル交換に伴う経費の支出について
18,150

消防局 浪速消防署 令和02年06月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
252
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消防局 浪速消防署 令和02年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（５月分）
19,697

消防局 浪速消防署 令和02年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　浪速出張所１階トイレ照明器具の修理に伴う経費の支出について
22,858

消防局 浪速消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
780

消防局 西淀川消防署 令和02年06月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車(Ａ３５９)エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
6,050

消防局 西淀川消防署 令和02年06月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　中型ポンプ車（Ｒ３９）のタイヤ交換に伴う経費の支出について
27,720

消防局 西淀川消防署 令和02年06月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　消防救急デジタル無線機（西淀川救助指揮１）の修理に伴う経費の支出について
61,380

消防局 西淀川消防署 令和02年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　佃出張所小便器の漏水修繕に伴う経費の支出について
4,950

消防局 西淀川消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
7,528

消防局 西淀川消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
7,376

消防局 西淀川消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
84

消防局 西淀川消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
5,500

消防局 西淀川消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
640

消防局 西淀川消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（５月分）
11,596

消防局 西淀川消防署 令和02年06月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 職員安全衛生用　フライパンＡほか７点買入に伴う経費の支出について
27,567

消防局 西淀川消防署 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）その２
5,760

消防局 淀川消防署 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（４月分）
25,995

消防局 淀川消防署 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　加島出張所４階流し台修繕経費の支出について
43,340

消防局 淀川消防署 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　加島出張所４階排水管詰まりの修繕経費の支出について
77,000

消防局 淀川消防署 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７３）エンジンオイル交換経費の支出について
6,050

消防局 淀川消防署 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２７０）ノーマルタイヤ交換経費の支出について
43,120

消防局 淀川消防署 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ（三津屋中央公園）修理経費の支出について
41,624

消防局 淀川消防署 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　患者監視装置（Ａ３７３・リューザブル指センサー）修理経費の支出について
49,940

消防局 淀川消防署 令和02年06月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
18,620

消防局 淀川消防署 令和02年06月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
9,571

消防局 淀川消防署 令和02年06月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,429

消防局 淀川消防署 令和02年06月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
5,940

消防局 淀川消防署 令和02年06月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
84

消防局 淀川消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　中型ポンプ車（Ｒ５２）、大型除染システム搭載車（ＲＷ２７）及び救助器材車（ＲＥ１７）のバッテリー交換経費の支出について
88,440

消防局 淀川消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器修理経費の支出について
45,980

消防局 淀川消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
4,220

消防局 淀川消防署 令和02年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（５月分）
17,671

消防局 東淀川消防署 令和02年06月04日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（４月分）
1,320

消防局 東淀川消防署 令和02年06月04日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　スマートフォン修理に伴う経費の支出について
17,930

消防局 東淀川消防署 令和02年06月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（４月分）
17,627

消防局 東淀川消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
7,997

消防局 東淀川消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,946

消防局 東淀川消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
14,520

消防局 東淀川消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 救急車（Ａ３８１）エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
6,050

消防局 東淀川消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
84

消防局 東淀川消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
5,340

消防局 東淀川消防署 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（５月分）
12,627

消防局 東成消防署 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 職員安全衛生用　洗濯機修理経費の支出について
25,850

消防局 東成消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 ホース搬送車（ＤＢ２７）の６か月定期点検整備業務委託経費の支出について
5,500

消防局 東成消防署 令和02年06月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 デジタル受令機（深江出張所食堂）修理経費の支出について
33,770

消防局 東成消防署 令和02年06月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（CC322）の６か月定期点検整備業務委託経費の支出について
5,280

消防局 東成消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
30

消防局 東成消防署 令和02年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（５月分）
16,260
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消防局 生野消防署 令和02年06月09日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（４月分）の支出について
18,776

消防局 生野消防署 令和02年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７２）ほか１台エンジンオイル交換経費の支出について
12,100

消防局 生野消防署 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
7,359

消防局 生野消防署 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
8,769

消防局 生野消防署 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
873

消防局 生野消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
33,027

消防局 生野消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
7,150

消防局 生野消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ修理に伴う経費の支出について
37,070

消防局 生野消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
5,040

消防局 生野消防署 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　Ａ３９９車載ＡＥＤ用心電図ケーブル修理に伴う経費の支出について
39,600

消防局 旭消防署 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパー買入経費の支出について
49,170

消防局 旭消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,320

消防局 旭消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６０）ほか１台エンジンオイル交換経費の支出について
12,100

消防局 旭消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
7,700

消防局 旭消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　はしご車（Ｌ２３）リフター充電ケーブル修理経費の支出について
13,200

消防局 旭消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,300

消防局 旭消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
7,440

消防局 旭消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,755

消防局 旭消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
32,718

消防局 旭消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（５月分）
11,772

消防局 旭消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,092

消防局 旭消防署 令和02年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　赤川出張所電気洗濯機修理経費の支出について
25,542

消防局 旭消防署 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２３３）タイヤ交換（その２）経費の支出について
15,180

消防局 旭消防署 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　化学防護服修理及び経費の支出について
73,700

消防局 城東消防署 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（４月分）の購入経費の支出について
17,105

消防局 城東消防署 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３８０）エンジンオイル交換修理の経費支出について
6,050

消防局 城東消防署 令和02年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車(A380)オルタネータ修理の経費支出について
94,072

消防局 城東消防署 令和02年06月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器修理の経費支出について
38,500

消防局 城東消防署 令和02年06月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,900

消防局 城東消防署 令和02年06月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,125

消防局 城東消防署 令和02年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（５月分）の購入経費の支出について
16,749

消防局 城東消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
260

消防局 城東消防署 令和02年06月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　９０Ｌポリゴミ袋ほか７点買入の経費支出について
159,731

消防局 鶴見消防署 令和02年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　ガス衣類乾燥機電装ユニット等修理に係る経費の支出について
47,245

消防局 鶴見消防署 令和02年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２９０）ほか１台エンジンオイル交換経費の支出について
12,100

消防局 鶴見消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
16,863

消防局 鶴見消防署 令和02年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（５月分）
13,581

消防局 阿倍野消防署 令和02年06月02日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助工作車（ＢＲ１４）シャッター修理の経費の支出について
37,400

消防局 阿倍野消防署 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２６８）ほか２台タイヤ交換に係る経費の支出について
68,750

消防局 阿倍野消防署 令和02年06月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（４月分）
15,150

消防局 阿倍野消防署 令和02年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ９４）エンジンチェックランプ修理に係る経費の支出について
22,000

消防局 阿倍野消防署 令和02年06月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　ホース搬送車（ＤＢ２８）定期点検整備業務委託（６か月）に係る経費の支出について
5,500

消防局 阿倍野消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救急資器材用　成人用リューザブル指センサー買入に係る経費の支出について
99,880

消防局 阿倍野消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救急資器材用　心電図ケーブル買入に係る経費の支出について
39,600

消防局 阿倍野消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
5,698

消防局 阿倍野消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,386

消防局 阿倍野消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,054
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消防局 阿倍野消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６１）ほか１台エンジンオイル交換に係る経費の支出について
12,100

消防局 阿倍野消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
504

消防局 阿倍野消防署 令和02年06月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ９４）メイン電源修理に係る経費の支出について
47,850

消防局 阿倍野消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
3,240

消防局 阿倍野消防署 令和02年06月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（５月分）
12,760

消防局 阿倍野消防署 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　スマートフォン修理に係る経費の支出について
34,870

消防局 住之江消防署 令和02年06月02日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車(STR116)タイヤ交換に伴う経費の支出について
26,840

消防局 住之江消防署 令和02年06月02日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車(A277)のエンジンオイル交換に伴う経費の支出について
6,050

消防局 住之江消防署 令和02年06月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　スマートフォン修理に伴う経費の支出について
24,090

消防局 住之江消防署 令和02年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁内情報パソコン用　トナーカートリッジ買入に伴う経費の支出いついて
112,728

消防局 住之江消防署 令和02年06月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（R85）の資器材庫シャッタースイッチ修理に伴う経費の支出について
57,200

消防局 住之江消防署 令和02年06月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,631

消防局 住之江消防署 令和02年06月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（５月分）
15,740

消防局 住之江消防署 令和02年06月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
18,933

消防局 住之江消防署 令和02年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 庁舎管理用　南港出張所プロパンガス使用料（５月分）の支出について
50,598

消防局 住之江消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
2,440

消防局 住之江消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車(A277)のエンジンオイル交換の追加整備に伴う経費の支出について
73,590

消防局 住之江消防署 令和02年06月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車(A802)のエンジンオイル交換に伴う経費の支出について
6,050

消防局 住吉消防署 令和02年06月03日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 職員安全衛生用　トイレットペーパーほか１点買入に伴う経費の支出について
43,626

消防局 住吉消防署 令和02年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　はしご車（Ｌ１９）タイヤ交換に伴う経費の支出について
176,000

消防局 住吉消防署 令和02年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
14,250

消防局 住吉消防署 令和02年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
20,590

消防局 住吉消防署 令和02年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
84

消防局 住吉消防署 令和02年06月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（５月分）の支出について
10,024

消防局 住吉消防署 令和02年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６６）（Ａ２９７）（Ａ３８７）エンジンオイルの交換に伴う経費の支出について
18,150

消防局 住吉消防署 令和02年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　スマートフォン修理に伴う経費の支出について(その２）
25,960

消防局 住吉消防署 令和02年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　スマートフォン修理に伴う経費の支出について
11,770

消防局 東住吉消防署 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１９７）ほか１台バッテリー交換経費の支出について
74,800

消防局 東住吉消防署 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８１）エンジンオイル交換経費の支出について
6,050

消防局 東住吉消防署 令和02年06月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（Ｒ５５）フロントウインチ修理経費の支出について
19,800

消防局 東住吉消防署 令和02年06月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器（Ａ１－１２ＯＳ型）修理経費の支出について
38,500

消防局 東住吉消防署 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
11,572

消防局 東住吉消防署 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
5,440

消防局 東住吉消防署 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,584

消防局 東住吉消防署 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
8,360

消防局 東住吉消防署 令和02年06月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ修理経費の支出について
155,430

消防局 東住吉消防署 令和02年06月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　成人用リューザブル指センサー修理経費の支出について
49,940

消防局 東住吉消防署 令和02年06月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（５月分）
9,904

消防局 東住吉消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
3,180

消防局 東住吉消防署 令和02年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ８０４）エンジンオイル交換経費の支出について
6,050

消防局 東住吉消防署 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　矢田出張所２階洗面所修繕経費の支出について
92,400

消防局 平野消防署 令和02年06月02日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　車載型移動局無線機（▲２１）修理に伴う経費の支出について
30,800

消防局 平野消防署 令和02年06月04日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（４月分）
14,843

消防局 平野消防署 令和02年06月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　トイレットペーパーほか１０点買入に伴う経費の支出について
116,831

消防局 平野消防署 令和02年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急自動車（Ａ３８６）ほか１台エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
12,100

消防局 平野消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
1,900

消防局 平野消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（５月分）
13,255
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消防局 平野消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
10,213

消防局 平野消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,680

消防局 平野消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
24,187

消防局 平野消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
672

消防局 平野消防署 令和02年06月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　救急自動車（Ａ２９８）サブストレッチャー修理に伴う経費の支出について
22,550

消防局 西成消防署 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（４月分）
19,901

消防局 西成消防署 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　海道Ａ３６９スマートフォン修理に伴う経費の支出について
33,990

消防局 西成消防署 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　救助車の車両整備業務委託に伴う経費の支出について
53,130

消防局 西成消防署 令和02年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
11,595

消防局 西成消防署 令和02年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
26,859

消防局 西成消防署 令和02年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
15,290

消防局 西成消防署 令和02年06月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ363）エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
6,050

消防局 西成消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　クアドラフォグノズル修理に伴う経費の支出について
27,500

消防局 西成消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
8,520

消防局 西成消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　西成消防署ガス吸引式冷温水機修理に伴う経費の支出について
33,000

消防局 西成消防署 令和02年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ型ほか２点買入に伴う経費の支出について
53,152

消防局 西成消防署 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（５月分）
13,549

消防局 西成消防署 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（海道Ａ375）エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
6,050

消防局 西成消防署 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車３台タイヤ交換に伴う経費の支出について
96,800

消防局 水上消防署 令和02年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　潜水器具分解修理点検（第１回）経費の支出について
99,000

消防局 水上消防署 令和02年06月15日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　潜水器具分解修理点検（第１回）の追加整備経費の支出について
26,400

消防局 水上消防署 令和02年06月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
5,147

消防局 水上消防署 令和02年06月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
330

消防局 水上消防署 令和02年06月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,905

消防局 水上消防署 令和02年06月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
84

消防局 水上消防署 令和02年06月16日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
5,830

消防局 水上消防署 令和02年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（５月分）
11,922

消防局 水上消防署 令和02年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５４）エンジンオイル交換経費の支出について
6,050

消防局 水上消防署 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 船車整備用　船艇（まいしま）修理経費の支出について
165,000

消防局 水上消防署 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
3,560

消防局 水上消防署 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパーほか３点買入経費の支出について
86,372

消防局 救急課 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　インターネット回線使用料の支出について（４月分）
5,885

消防局 救急課 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　プロバイダー使用料の支出について（４月・５月分）
2,809

消防局 救急課 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　♯７１１９利用料金の支出について（４月分）
44,065

消防局 救急課 令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　メールサーバー使用料の支出について（４月分）
5,148

消防局 救急課 令和02年06月08日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 救急活動用　自動体外式除細動器等一式借入（長期継続契約）に伴う経費の支出について（令和２年４月分）
188,650

消防局 救急課 令和02年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　電話料金の支出について（５月分）
32,755

消防局 救急課 令和02年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　電話料金（ＦＡＸ）の支出について（５月分）
4,338

消防局 救急課 令和02年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 救急活動用　令和２年度救急資器材滅菌処理業務委託の経費の支出について（４月分）
748,000

消防局 救急課 令和02年06月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 救急活動用　自動体外式除細動器等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（４月分）
94,584

消防局 救急課 令和02年06月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 救急活動用　自動体外式除細動器等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（５月分）
94,584

消防局 救急課 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 救急安心センターおおさか事業用　救急安心センターおおさか救急医療相談等業務委託　長期継続（その２）にかかる経費の支出について（５月分）
16,648,500

消防局 救急課 令和02年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 救急活動用　ＥＴＣ業務用カードの作成手数料の支出について（令和２年５月更新分）
23,166

消防局 救急課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　インターネット回線使用料の支出について（５月分）
5,885

消防局 救急課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　メールサーバー使用料の支出について（５月分）
8,998

消防局 救急課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　♯７１１９利用料金の支出について（５月分）
44,065

消防局 人事課 令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 衛生管理用　紙マスクの購入経費の支出について
2,502,500
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消防局 人事課 令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 衛生管理用　消毒用アルコール液購入経費の支出について（その２）
210,600

消防局 人事課 令和02年06月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 感染防止用透明ビニールシートの購入経費の支出について
311,410

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年06月01日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 救急救命士免許申請用　救急救命士国家試験合格者の免許申請及び登録に伴う経費の支出について
400,075

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年06月04日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（４月分）
14,655

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎衛生管理用　事業系一般廃棄物収集運搬業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（４月分）
6,534

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎警備用　高度専門教育訓練センター機械警備業務委託　長期継続契約に伴う経費の支出について（４月分）
162,800

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　会費 職員資格取得用　特殊技能講習（足場の組立等作業主任者）に係る経費の支出について
326,300

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 委託研修用　消防大学校　専科教育　危険物科（第15期）受講に係る経費の支出について
81,000

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　会費 委託研修用　消防大学校　専科教育　危険物科（第15期）受講に係る経費の支出について
6,000

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
25,450

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,200

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年06月22日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　特別旅費 委託研修用　消防大学校　専科教育　危険物科（第15期）受講に係る旅費の支出について
85,820

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
2,400

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救急教育用　乾式電子複写機及び関連消耗品（５月分）の経費にかかる支出について
11,242

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年06月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（５月分）
6,705

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年06月29日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎警備用　高度専門教育訓練センター機械警備業務委託　長期継続契約に伴う経費の支出について（５月分）
162,800

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 救急教育用　救急救命士国家試験合格者の免許申請・登録に伴う健康診断経費の支出について
78,375

危機管理室 危機管理課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害ボランティアセンター用電話およびネットワーク回線使用料の支出について（４月分）
21,458

危機管理室 危機管理課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 防災行政無線にかかる音声電話自動応答サービス利用料の支出について（４月分）
45,652

危機管理室 危機管理課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 令和２年度　旭備蓄倉庫にかかる電気使用料の支出について（４月分）
17,257

危機管理室 危機管理課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 危機管理室緊急自動車にかかる高速道路通行料の支出について（ＥＴＣ利用料　４月分）
550

危機管理室 危機管理課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
20,983

危機管理室 危機管理課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　印刷製本費 防災対策事業用　水害ハザードマップ印刷に係る経費の支出について
148,500

危機管理室 危機管理課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
370

危機管理室 危機管理課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線装置設置に伴う賃借料の支出について（７月分）【大阪府咲洲庁舎】
194,777

危機管理室 危機管理課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 防災行政無線用同報無線子局等の電気料金の支出について（４月分）
1,648

危機管理室 危機管理課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用ＩＳＰ利用料の支出について（４月分）
3,960

危機管理室 危機管理課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 防災行政無線用同報無線子局等の電気料金の支出について（４月分）
1,648

危機管理室 危機管理課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　手数料 防火・防災管理講習（甲種新規）受講及び同所要経費の支出について
152

危機管理室 危機管理課 令和02年06月11日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　会費 防火・防災管理講習（甲種新規）受講及び同所要経費の支出について
8,000

危機管理室 危機管理課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　燃料費 危機管理室緊急自動車にかかる燃料代の支出について（４月分）
2,616

危機管理室 危機管理課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 防災行政無線用同報無線子局等の電気料金の支出について（５月分）
1,648

危機管理室 危機管理課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 庁内情報利用パソコン等機器保守業務委託にかかる経費の支出について（4月分）
11,550

危機管理室 危機管理課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 危機管理室緊急自動車にかかる高速道路通行料の支出について（ＥＴＣ利用料　４月分）
2,420

危機管理室 危機管理課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室における電話機移設工事にかかる経費の支出について
12,980

危機管理室 危機管理課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 備蓄倉庫運営用　鶴見緑地備蓄倉庫機械警備業務委託 長期継続 の実施にかかる経費の支出について（５月分）
8,250

危機管理室 危機管理課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理情報システム秘匿化通信網提供等サービス業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（5月分）
370,150

危機管理室 危機管理課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
23,494

危機管理室 危機管理課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等一式（危機管理室：個別調達）長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
26,950

危機管理室 危機管理課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式　長期借入に係る経費の支出について（5月分）
30,896

危機管理室 危機管理課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）（２）一式長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
2,968

危機管理室 危機管理課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）（２）一式長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
32,645

危機管理室 危機管理課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）（２）一式長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
80,501

危機管理室 危機管理課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（危機管理室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
21,201

危機管理室 危機管理課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 防災情報システム用パソコン長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
279,752

危機管理室 危機管理課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式長期借入（再リース）にかかる経費の支出について（5月分）
1,966

危機管理室 危機管理課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 大阪市防災アプリ運用保守業務委託
129,250
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危機管理室 危機管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用　コピー代金の支出について（５月分）
33,576

危機管理室 危機管理課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点の警備業務（人的警備）業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
152,684

危機管理室 危機管理課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 令和２年度　阿倍野防災拠点災害対策用携帯電話使用料金の支出について（５月分）
23,436

危機管理室 危機管理課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点の警備業務（人的警備）業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
502,794

危機管理室 危機管理課 令和02年06月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点の警備業務（人的警備）業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
106,879

危機管理室 危機管理課 令和02年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点の警備業務（人的警備）業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
125,343

危機管理室 危機管理課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 庁内情報利用パソコン等機器保守業務委託にかかる経費の支出について（5月分）
11,550

危機管理室 危機管理課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 防災行政無線装置設置にかかる電気料金の支出について（４月分）【大阪府咲洲庁舎】
10,200

危機管理室 危機管理課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用ヘリコプター映像受信設備回線使用料の支出について（５月分）
143,000

危機管理室 危機管理課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務事業にかかる郵便料金の支出について（４月分）
99

危機管理室 危機管理課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務事業にかかる郵便料金の支出について（４月分）
495

危機管理室 危機管理課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務事業にかかる郵便料金の支出について（４月分）
1,010

危機管理室 危機管理課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務事業にかかる郵便料金の支出について（５月分）【受取人払】
2,320

危機管理室 危機管理課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務事業にかかる郵便料金の支出について（５月分）【受取人払】
7,900

危機管理室 危機管理課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務事業にかかる郵便料金の支出について（５月分）【受取人払】
2,896

危機管理室 危機管理課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務事業にかかる郵便料金の支出について（５月分）【受取人払】
4,044

危機管理室 危機管理課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 被災者支援システム用　磁気テープファイル等の保管及び集配業務委託にかかる支出について　（５月分）
880

危機管理室 危機管理課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線中継局設備設置に伴う賃借料の支出について（６月分）【スイスホテル南海大阪】
556,677

危機管理室 危機管理課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 危機管理室運営事務用　市内・近接管外出張交通費の支出について（５月分）
460

危機管理室 危機管理課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理室運営事務用　市内・近接管外出張交通費の支出について（５月分）
17,932

危機管理室 危機管理課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 令和２年度　生野備蓄倉庫にかかる光熱水費の支払について（５月分）
75,310

危機管理室 危機管理課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 災害対策用デジタルＭＣＡ無線制御局利用料の支出について（６月分）
3,049,273

危機管理室 危機管理課 令和02年06月23日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 令和２年度　生野備蓄倉庫にかかる光熱水費の支払について（５月分）
29,413

危機管理室 危機管理課 令和02年06月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 令和２年度　生野備蓄倉庫にかかる光熱水費の支払について（５月分）
111,847

危機管理室 危機管理課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　手数料 災害対策用職員住宅（阿波座職員住宅）902号室の賃貸借に伴う仲介手数料等の経費の支出について
104,500

危機管理室 危機管理課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　火災保険料 災害対策用職員住宅（阿波座職員住宅）902号室の賃貸借に伴う仲介手数料等の経費の支出について
18,000

危機管理室 危機管理課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅（阿波座職員住宅）902号室の賃貸借に伴う賃借料等の経費の支出について
315,866

危機管理室 危機管理課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 貸付金　保証金 災害対策用職員住宅（阿波座職員住宅）902号室の賃貸借に伴う賃借料等の経費の支出について
119,500

危機管理室 危機管理課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 地域防災力向上アドバイザー事業用　市内・近接管外出張交通費（令和2年5月分）の支出について
19,294

危機管理室 危機管理課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 令和２年度　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）にかかる電気使用料（５月分）の支出について
108,595

危機管理室 危機管理課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 令和２年度　旭備蓄倉庫にかかる電気使用料の支出について（５月分）
30,433

危機管理室 危機管理課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用ＩＳＰ利用料の支出について（５月分）
3,960

危機管理室 危機管理課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理情報システム用　閉域網通信回線月額使用料及び回線付加サービス使用料の支出について（５月分）
77,542

危機管理室 危機管理課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 令和２年度　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）災害対策用携帯電話使用料の支出について（５月分）
1,993

危機管理室 危機管理課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 令和２年度　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）災害対策用携帯電話使用料の支出について（５月分）
6,784

危機管理室 危機管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用防災行政無線中継局電気料金の支出について（５月分）【スイスホテル南海大阪】
39,593

危機管理室 危機管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用　衛星携帯電話回線使用料の支出について（５月分）
130,000

危機管理室 危機管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用回線使用料の支出について（５月分）
2,100

危機管理室 危機管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理情報システム用　閉域網通信回線付加サービス使用料の支出について（５月分）
7,700

危機管理室 危機管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　会費 危機管理運営事務用　令和２年度中越大震災ネットワークおぢや年会費の支出について
10,000

危機管理室 危機管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 防災行政無線用同報無線子局等の電気料金の支出について（６月分）
1,646

危機管理室 危機管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用　危機管理室分室コピー代金の支出について（令和２年５月分）
17,188

危機管理室 危機管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用　危機管理室分室コピー代金の支出について（令和２年５月分）
452

危機管理室 危機管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理情報システム用　閉域網ＮＴＴ光回線月額使用料の支出について（５月分）
379,720

危機管理室 危機管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害ボランティアセンター用電話およびネットワーク回線使用料の支出について（５月分）
21,458

危機管理室 危機管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　火災保険料 災害対策用職員住宅（本町橋職員住宅）に係る賃借料、共益費、損害保険料の支出について
900

危機管理室 危機管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理情報システム用　危機管理情報システム運用業務にかかる経費の支出について（５月分）
334,400
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危機管理室 危機管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 防災行政無線にかかる音声電話自動応答サービス利用料の支出について（５月分）
45,652

危機管理室 危機管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅（本町橋職員住宅）に係る賃借料、共益費、損害保険料の支出について
98,000

危機管理室 危機管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅（阿波座職員住宅）に係る賃借料及び管理費の支出について
97,000

危機管理室 危機管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　負担金 防災行政無線の電波利用料の支出について（令和２年度　年間利用料）
6,500

市政改革室 総務担当 令和02年06月08日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 市政改革室業務用　市内等出張交通費の支出について（令和２年４月分）
2,884

市政改革室 総務担当 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　令和元年度庁内情報利用パソコン等機器（市政改革室）　一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
14,360

市政改革室 総務担当 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２９年度ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（市政改革室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
5,241

市政改革室 総務担当 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（市政改革室）　一式　長期借入に係る経費の支出について（令和2年5月分）
95,164

市政改革室 総務担当 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２９年度庁内情報利用パソコン等機器（市政改革室）　一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
9,984

市政改革室 総務担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 市政改革室業務用　後納郵便料（令和2年5月分）の支払いについて
780

市政改革室 総務担当 令和02年06月23日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代金の支出について（令和2年5月分）
11,953

市政改革室 総務担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 市政改革室業務用　市内等出張交通費の支出について（令和２年５月分）
4,780

契約管財局 制度課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（令和２年４月分）
4,558

契約管財局 制度課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線（各局ＶＰＮ）」使用に係る役務費の支出について（令和２年４月分）
135,839

契約管財局 制度課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線（府市）」使用に係る役務費の支出について（令和２年４月分）
15,367

契約管財局 制度課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約管財局事務室設置分の電話機にかかる通話料金の支出について（令和２年４月分）
103,734

契約管財局 制度課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムサーバ機器等　長期借入」に係る賃借料の支出について（令和２年４月分）
3,563,450

契約管財局 制度課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムサーバ機器等　長期借入」にかかる使用料の支出について（令和２年４月分）
1,920,490

契約管財局 制度課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システム用パソコン等機器一式　長期借入」に係る賃借料の支出について（令和２年４月分）
359,700

契約管財局 制度課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 飛沫感染防止用マスク買入にかかる購入経費の支出について
121,000

契約管財局 制度課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
14,681

契約管財局 制度課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「地方自治関係実例判例集（追録７１０－７２５号）」の購入経費の支出について
60,368

契約管財局 制度課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「土地基本関係法令集（追録１７２－１７３号）」の購入経費の支出について
9,185

契約管財局 制度課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「地方自治文例書式集（追録８４号）」ほか２点の購入経費の支出について
15,356

契約管財局 制度課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務用「改訂５版　公共工事標準請負契約約款の解説」購入にかかる需用費の支出について
4,400

契約管財局 制度課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「地方財務実務提要（追録５８３－５８５号）」の購入経費の支出について
8,349

契約管財局 制度課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
118,041

契約管財局 制度課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局その２）一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
25,960

契約管財局 制度課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度視覚障がい者用庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
31,130

契約管財局 制度課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
5,474

契約管財局 制度課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
496,533

契約管財局 制度課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 契約管財局事務室（大阪産業創造館）庁舎清掃業務委託費の支出について（５月分）
145,933

契約管財局 制度課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムサーバ機器等　長期借入」にかかる使用料の支出について（令和２年５月分）
1,920,490

契約管財局 制度課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムサーバ機器等　長期借入」に係る賃借料の支出について（令和２年５月分）
3,563,450

契約管財局 制度課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システム用パソコン等機器一式　長期借入」に係る賃借料の支出について（令和２年５月分）
359,700

契約管財局 制度課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務及び管財事務用等コピー代の支出について（令和２年５月分）
97,166

契約管財局 制度課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 大阪産業創造館事務室にかかる電気料金の支出について（令和２年５月分）
243,359

契約管財局 制度課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（令和２年５月分）
23,650

契約管財局 制度課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約管財局事務室設置分の電話機にかかる通話料金の支出について（令和２年５月分）
104,904

契約管財局 制度課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線（府市）」使用に係る役務費の支出について（令和２年５月分）
15,367

契約管財局 制度課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務及び管財事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
135,930

契約管財局 制度課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線（各局ＶＰＮ）」使用に係る役務費の支出について（令和２年５月分）
135,839

契約管財局 管財課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電気使用料の支出について（４月使用分）
1,255

契約管財局 管財課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 もと中川職員公舎１、２号棟の電気料金の支出について（４月７日～５月８日使用分）
2,104

契約管財局 管財課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電話回線使用料の支出について（５月分）
2,752

契約管財局 管財課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 もと津守浄水場施設機械警備業務委託　長期契約にかかる経費の支出について（５月分）
80,300

契約管財局 管財課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 賃貸台帳管理システム用サーバ機器等一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年度５月分）
52,855



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

契約管財局 連絡調査課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 管財事務用　市内等出張交通費の支出について（４月分）
3,150

契約管財局 連絡調査課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 管財事務用　市内等出張交通費の支出について（４月分）
30,257

契約管財局 連絡調査課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第807回大阪市不動産評価審議会にかかる委員報酬の支出について
115,500

契約管財局 連絡調査課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第808回大阪市不動産評価審議会にかかる委員報酬の支出について
115,500

契約管財局 連絡調査課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
33,434

契約管財局 連絡調査課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 管財事務用　財産管理にかかる法律相談にかかる報償金の支払いについて（案件番号２）
11,000

契約管財局 連絡調査課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　火災保険料 建物総合損害共済共済基金分担金の支出について（001）茨田大宮第２住宅集会所（25号館北）（建設課）
446

契約管財局 連絡調査課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　火災保険料 建物総合損害共済共済基金分担金の支出について（001）東喜連第２住宅１号館（建設課）
127,845

契約管財局 連絡調査課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　火災保険料 建物総合損害共済共済基金分担金の支出について（001）長吉六反北住宅３号館（建設課）
156,186

契約管財局 連絡調査課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　火災保険料 建物総合損害共済共済基金分担金の支出について（一斉）113Ｎ
5,440

契約管財局 連絡調査課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　火災保険料 建物総合損害共済共済基金分担金の支出について（一斉）112Ｊ
185,673

契約管財局 連絡調査課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　火災保険料 建物総合損害共済共済基金分担金の支出について（001）高殿住宅（建設課）
12,351

契約管財局 連絡調査課 令和02年06月24日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　火災保険料 建物総合損害共済共済基金分担金の支出について（一斉）113Ｎ
100,633

契約管財局 連絡調査課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公有財産台帳管理システム用サーバ機等一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
129,140

契約管財局 連絡調査課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 備品購入費　図書購入費 管財事務用　一目でわかる登記嘱託書の作り方の購入に係る経費の支出について
5,280

契約管財局 連絡調査課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 管財事務用　資産流動化に関する不動産の売却価格・賃料等、市場需要等相談・意見書作成等にかかる報償金の支払いについて（案件番号１－01）
16,500

契約管財局 連絡調査課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 管財事務用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
2,360

契約管財局 連絡調査課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 管財事務用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
20,748

契約管財局 連絡調査課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用　実務者が陥りやすい相続人不存在・不在者財産管理の落とし穴の購入に係る経費の支出について
4,180

契約管財局 連絡調査課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　火災保険料 建物総合損害共済共済基金分担金の支出について（一斉）001
55,383,696

契約管財局 連絡調査課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　火災保険料 建物総合損害共済共済基金分担金の支出について（一斉）114
3,969,730

契約管財局 審査課 令和02年06月02日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市補償審査委員会に係る報酬の支出について（５月分）
82,500

契約管財局 審査課 令和02年06月04日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 令和２年度契約管財局用地部追録式図書「不動産登記総覧」外１４点の概算買入について
25,354

契約管財局 審査課 令和02年06月04日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 令和２年度契約管財局用地部追録式図書「不動産登記総覧」外１４点の概算買入について
15,540

契約管財局 審査課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
252

契約管財局 審査課 令和02年06月15日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
4,058

契約管財局 審査課 令和02年06月15日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 令和２年度契約管財局用地部追録式図書「公共事業損失補償実務提要」外１点の概算買入について
54,853

契約管財局 審査課 令和02年06月15日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 令和２年度契約管財局用地部追録式図書「問答式　土地・建物担保の実務　100号」外４点の概算買入について
12,076

契約管財局 審査課 令和02年06月15日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
2,524

契約管財局 審査課 令和02年06月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
2,487

契約管財局 審査課 令和02年06月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 令和２年度契約管財局用地部追録式図書「公共事業損失補償実務提要」外１点の概算買入について
33,620

契約管財局 審査課 令和02年06月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 令和２年度契約管財局用地部追録式図書「問答式　土地・建物担保の実務　100号」外４点の概算買入について
7,401

契約管財局 審査課 令和02年06月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
1,096

契約管財局 審査課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 審査・用地事務用市内出張等旅費の支出について（令和２年４月分）
1,860

契約管財局 審査課 令和02年06月16日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務用市内出張等旅費の支出について（令和２年４月分）
36,240

契約管財局 審査課 令和02年06月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 審査・用地事務用市内出張等旅費の支出について（令和２年４月分）
22,211

契約管財局 審査課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市補償審査委員会に係る報酬の支出について（６月分）
82,500

契約管財局 審査課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
528

契約管財局 審査課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 大阪都市計画事業（津守阿倍野線）の用地取得に伴う契約書の調印等にかかる出張旅費の支出について
45,160

契約管財局 審査課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
2,870

契約管財局 審査課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
328

契約管財局 審査課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 大阪都市計画事業（木津川平野線）の用地取得に伴う折衝にかかる出張旅費の支出について
5,390

契約管財局 用地課 令和02年06月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第1住宅地区改良事業　土地売買に伴う占有者立退補償金の支出について（後金払）
779,950

契約管財局 用地課 令和02年06月05日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 公有財産購入費　権利購入費 大阪都市計画事業　尼崎平野線　土地売買に伴う借地権放棄代金の支出について
1,514,156

契約管財局 用地課 令和02年06月05日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　尼崎平野線　土地売買に伴う物件移転補償金の支出について
3,516,936

契約管財局 用地課 令和02年06月18日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
672,100

契約管財局 用地課 令和02年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 公有財産購入費　権利購入費 生野東第1住宅地区改良事業　土地売買に伴う借地権放棄代金の支出について
6,189,208
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契約管財局 用地課 令和02年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第1住宅地区改良事業　土地売買に伴う建物等補償金の支出について
8,918,287

契約管財局 用地課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 令和２年度移転補償に係る物件調査等業務委託料（単価契約その２）の支出について【５月分】
777,480

契約管財局 用地課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　尼崎平野線　土地売買代金の支出について
9,521,100

契約管財局 用地課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　尼崎平野線　土地売買に伴う損失補償金の支出について
665,593

契約管財局 不正入札監察室 令和02年06月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（令和２年５月）
2,292

こども青少年局 総務課 令和02年06月02日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機プリント料金の支出について（４月分）MXM7570６台分
346,831

こども青少年局 総務課 令和02年06月03日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 令和２年度　こども青少年局分室・福祉局分室（仮称）清掃業務委託の実施経費の支出について【４月分】
319,916

こども青少年局 総務課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 令和２年こども青少年局分室用電話料金（５月分）の支出について（４台分）
48,019

こども青少年局 総務課 令和02年06月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　こども青少年局乾式電子複写機（ＦＡＸ機）４台のリース契約にかかる経費の支出について（５月分）
17,280

こども青少年局 総務課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 庁舎管理用　電話回線増設作業業務委託の実施及び同経費の支出について（令和２年５月26日実施）
11,825

こども青少年局 総務課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 令和２年度　こども青少年局分室・福祉局分室（仮称）清掃業務委託の実施及び同経費の支出について【５月分】
319,916

こども青少年局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等の一括調達の実施及び同所要経費の支出について（こ10）（５月分）
446,252

こども青少年局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ2018）経費の支出について（５月分）
1,086,365

こども青少年局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等の一括調達の実施及び同所要経費の支出について（こ9）（５月分）
164,069

こども青少年局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ2019）経費の支出について（５月分）
375,161

こども青少年局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式（平成27年度一括調達分）（再リース）の借入及び同所要経費の支出について（５月分）
100,100

こども青少年局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等の一括調達の実施及び同所要経費の支出について（こ2017）（５月分）
1,053,563

こども青少年局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（こども青少年局）一式長期借入（５月分）
32,945

こども青少年局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等の一括調達の実施及び同所要経費の支出について（５月分）
57,663

こども青少年局 総務課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 令和２年度こども青少年局給食調理者等検便検査業務委託の実施及び同所要経費の支出について（5月分）
256,443

こども青少年局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用パソコン一式の長期借入及び同経費の支出について（その２）（令和２年５月分）
51,810

こども青少年局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用拡大読書器の借入及び同経費の支出について（その２）（令和２年５月分）
10,560

こども青少年局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機プリント料金の支出について（５月分）MXM7570６台分
252,632

こども青少年局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 こども青少年局分室　空調機設定変更作業の実施経費の支出ついて
17,776

こども青少年局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 令和２年度こども青少年局文書逓送業務にかかる所要経費の支出について（５月分）
366,372

こども青少年局 青少年課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 令和２年度こども文化センター生涯学習情報システム回線使用料（４月分）の支出について
11,440

こども青少年局 青少年課 令和02年06月02日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 令和２年度大阪市青少年指導員研修事業及び広報事業委託にかかる所要経費の支出について（第１回）
700,000

こども青少年局 青少年課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業にかかる交付金の支出について（４月分１回目）
61,903,564

こども青少年局 青少年課 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用船場センタービル管理費及び建物修繕積立金の支出について（令和2年6月分）
626,169

こども青少年局 青少年課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 児童いきいき放課後事業会計年度任用職員用市内出張旅費の支出について（令和２年５月分）
1,160

こども青少年局 青少年課 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立こども文化センター管理運営業務にかかる指定管理業務代行料の支出について（令和２年度第１回こども青少年局分）
18,044,306

こども青少年局 青少年課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 負担金、補助及交付金　分担金 若者自立支援事業実施にかかる大阪駅前第２ビル（こども青少年局分室）管理費等の支出について（令和２年６月分）
184,208

こども青少年局 青少年課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 青少年課放課後グループ事業用市内出張旅費の支出について（令和２年５月分）
2,380

こども青少年局 青少年課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 令和２年度市内出張交通費および管外出張旅費（近接地）の支出について（５月分）
6,686

こども青少年局 青少年課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業にかかる交付金の支出について（４月分２回目）
28,009,033

こども青少年局 青少年課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 令和２年度こども文化センター生涯学習情報システム回線使用料（５月分）の支出について
11,440

こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月02日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 経理・企画課業務用出張交通費の支出について（令和２年４月分）
33,254

こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 こども支援ネットワーク事業（こども食堂等への支援）ペーパータオルほか１点の購入経費の支出について
43,516

こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
12,445

こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
159,875

こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
40,000

こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
178

こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
13,538

こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
585

こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 こども青少年局一般事務用「地方財務実務提要（追録583-585号）」の購入にかかる経費の支出について
8,349

こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 経理・企画課会計年度任用職員業務用出張交通費の支出について（令和２年４月分）
11,000

こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　光熱水費 令和２年度もと瓜破幼稚園における電気料金の支出について（５月分）
2,515
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こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局企画部経理・企画課事業用貨客兼用車　ほか１点の長期借入経費の支出について　５月分
55,330

こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局企画部経理・企画課事業用小型トラックの長期借入経費の支出について（その２）５月分
29,370

こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
11,504

こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
5,250

こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
12,902

こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
10,594

こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
37,384

こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
20,950

こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
622,160

こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
1,094

こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
8,234

こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
46,326

こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
41,672

こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
1,762,148

こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
24,050

こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
1,340

こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
2,896

こども青少年局 経理・企画課 令和02年06月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
702

こども青少年局 管理課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度４～６月分施設等利用給付保育料の支出について（しろがね幼稚園）（口座振替不能による再支出）
54,000

こども青少年局 管理課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 令和２年度　市立幼稚園回線使用料の支出について（４月１日～４月30日）
287,665

こども青少年局 管理課 令和02年06月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 令和２年度　妊婦健康診査事業に要する医療扶助費の支出について（１回目）
2,116,378

こども青少年局 管理課 令和02年06月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 令和２年度　新生児聴覚検査事業に要する医療扶助費の支出について（１回目）
244,600

こども青少年局 管理課 令和02年06月04日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成27～29年度大阪府子ども・子育て支援交付金にかかる返還金の支出について
1,080,000

こども青少年局 管理課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
4,260

こども青少年局 管理課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 幼児教育無償化にかかる子育てのための施設等利用給付費の支出（保育料）について４～６月分３回目
2,132,700

こども青少年局 管理課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　其他扶助金 幼児教育無償化にかかる子育てのための施設等利用給付費（副食費　４月受付分）の支出について（私学助成園）
355,768

こども青少年局 管理課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年６月５日支払い児童手当給付費の支出について（施設）
42,065,000

こども青少年局 管理課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年６月５日支払い児童手当給付費の支出について
12,292,435,742

こども青少年局 管理課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
4,841

こども青少年局 管理課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 令和２年度　産後ケア事業に係る委託料の支出について　４月分（第１回目）
3,295,230

こども青少年局 管理課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 令和２年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（４月分）その２
53,300

こども青少年局 管理課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 令和２年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　４月分（２回目・府内個別）
171,028

こども青少年局 管理課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 令和２年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　４月分その２（４回目・府内個別）
381,524

こども青少年局 管理課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園用乾式電子複写機借入経費の支出について（令和２年４月分）
871,932

こども青少年局 管理課 令和02年06月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 児童家庭法令通達集追録の買入の実施及び同所要経費の支出について（第８９６～８９７号）
9,724

こども青少年局 管理課 令和02年06月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　印刷製本費 子育て世帯への臨時特別給付金お知らせビラ　印刷の支出について
257,400

こども青少年局 管理課 令和02年06月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 令和２年度　妊産婦健康診査に要する健診委託料の支出について　４月分（３回目　府内個別・助産院）
41,250

こども青少年局 管理課 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 幼児教育無償化にかかる子育てのための施設等利用給付費の支出（保育料）について（４～６月分）４回目
693,900

こども青少年局 管理課 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 ４歳児訪問事業用段ボールの買入にかかる支出について
94,545

こども青少年局 管理課 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 児童手当現況届用窓あき封筒と現況届用返信用封筒　買入の支出命令について
1,609,520

こども青少年局 管理課 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園（住吉幼稚園ほか１１園）機械警備業務委託長期継続にかかる支出について（4月分）
198,000

こども青少年局 管理課 令和02年06月11日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園（伝法幼稚園ほか２６園）機械警備業務委託長期継続にかかる支出について（5月分）
722,817

こども青少年局 管理課 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 家庭児童相談員任用候補者登録試験（令和２年度登録分・３回目）にかかる外部出題料及び採点料の支出について
3,660

こども青少年局 管理課 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報酬　其他委員等報酬 令和２年度　大阪市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施医療機関の実地調査に係る報酬等の支出について（５月実施分）
24,900

こども青少年局 管理課 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　費用弁償 令和２年度　大阪市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施医療機関の実地調査に係る報酬等の支出について（５月実施分）
360

こども青少年局 管理課 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 令和２年度児童手当現況用応用連票外２点　買入の支出命令について（２／２回目）
241,175

こども青少年局 管理課 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園（菅南幼稚園ほか１６園）機械警備業務委託長期継続にかかる支出について（5月分）
476,850
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こども青少年局 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 ４歳児訪問事業用絵本の買入経費の支出について
14,017,080

こども青少年局 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 令和２年度　妊産婦健康診査、新生児聴覚検査事業に要する健診委託料の支出について　４月分（５回目　府内）
223,960

こども青少年局 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立男女共同参画センター子育て活動支援館管理運営業務の実施及び同所要経費の支出について（第１四半期分）
15,254,439

こども青少年局 管理課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 子育て世帯への臨時特別給付金用窓あき封筒　製造請負の支出命令について
1,098,900

こども青少年局 管理課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度あいりん特別保育対策事業の委託料の支出について（１回目/４回）
3,536,604

こども青少年局 管理課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度あいりん児童健全育成事業の委託料の支出について（１回目/４回）
3,022,477

こども青少年局 管理課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度児童手当事業に係る子育てワンストップサービスに関する電子データのダウンロード・署名検証・帳票等作成業務委託に係る経費の支出について（５月分）
74,154

こども青少年局 管理課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園（住吉幼稚園ほか１１園）機械警備業務委託長期継続にかかる支出について（5月分）
198,000

こども青少年局 管理課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 家庭児童相談員の市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
3,260

こども青少年局 管理課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 ４歳児訪問事業用窓あき封筒の買入にかかる支出について
39,600

こども青少年局 管理課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 令和２年度　妊婦健康診査、新生児聴覚検査事業に要する健診委託料の支出について　４月分（８回目・府外）
9,668,750

こども青少年局 管理課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 令和２年度妊産婦・乳児一般健康診査、出産前小児保健指導事業、新生児聴覚検査事業に要する健診委託料の支出について５月分（７回目　大阪府医師会）
214,518,564

こども青少年局 管理課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 令和２年度　新生児聴覚検査事業に要する医療扶助費の支出について（２回目）
156,660

こども青少年局 管理課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 令和２年度　妊婦健康診査事業に要する医療扶助費の支出について（２回目）
1,363,096

こども青少年局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（令和２年５月分）の支出について
8,748

こども青少年局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 乳児家庭全戸訪問事業にかかる出生連絡票後納料金の支払いについて（５月分）
59,826

こども青少年局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 幼児教育無償化にかかる子育てのための施設等利用給付費の支出について（４～６月分）保育料５回目
1,542,000

こども青少年局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 子育て世帯への臨時特別給付金関係書類封入、封緘、配送業務委託（概算契約）の支出命令について
1,003,801

こども青少年局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 令和２年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　５月分（９回目・府内個別）
835,406

こども青少年局 管理課 令和02年06月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度４～６月分施設等利用給付保育料の支出について（信貴幼稚園）（口座振替不能による再支出）
51,000

こども青少年局 管理課 令和02年06月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 母子保健業務用ラベルシールの経費の支出について
66,000

こども青少年局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 令和２年度地域子育て支援拠点事業（民間実施分）の実施及び同所要経費の支出について（第２四半期：その２）
24,549,000

こども青少年局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 令和２年度地域子育て支援拠点事業（民間実施分）の実施及び同所要経費の支出について（第２四半期；その３）
20,102,250

こども青少年局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 令和２年度地域子育て支援拠点事業（民間実施分）の実施及び同所要経費の支出について（第２四半期：その１）
53,983,000

こども青少年局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度児童手当関係書類裁断、封入・封緘、配送業務委託契約に係る経費の支出について
2,207,453

こども青少年局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 令和２年度　母子保健事業用　外国語・日本語併記母子健康手帳の購入及び同所要経費の支出について
158,928

こども青少年局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 令和２年度　産後ケア事業に係る委託料の支出について　５月分（第２回目）
5,037,673

こども青少年局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 令和２年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（５月分）
53,912

こども青少年局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 令和２年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　４月分その３（６回目・府内個別）
144,716

こども青少年局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 令和２年度　妊婦健康診査事業に要する医療扶助費の再支出について（１回目）
27,160

こども青少年局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 令和２年度　新生児聴覚検査事業に要する医療扶助費の再支出について（１回目）
1,500

こども青少年局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園用乾式電子複写機使用経費の支出について（令和２年５月分）
481,385

こども青少年局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 令和２年度　市立幼稚園回線使用料の支出について（5月１日～5月31日）
253,467

こども青少年局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立幼稚園用自動体外式除細動器（AED）長期借入にかかる支出について（長期継続契約）（５月分）
15,070

こども青少年局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立滝川幼稚園ほか48園自動体外式除細動器（AED）長期借入契約にかかる支出について（５月分）
113,850

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル（明治小学校分校）にかかる、電気使用料金経費の支出について（５月請求分）
17,747

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（令和2年1月～3月分):第7回目
564,000

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金（高等職業訓練修了支援給付金　令和2年3月修了者分）の支給について　2回目
150,000

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（令和2年1月～3月分):第8回目
846,000

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策給付金受講修了時給付金及び合格時給付金の支出について（令和２年度：１回目）
93,960

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　こども医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）３／６
3,569,958

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　こども医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）１／６
3,187,755

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　こども医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）４／６
1,562,135

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　こども医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）２／６
1,784,385

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　こども医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）５／６
2,895,930

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　こども医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）６／６
813,811

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立桃山学園にかかる措置費（４月分）の支出について
315,672
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こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費の支出について(４～５月請求分）
72,775

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 市内出張旅費（令和2年4月分・ひとり親家庭サポーター）の支出について（口座不能再処理分）
1,700

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 養育費に関する公正証書等作成促進補助金の支出について（令和2年4月第1回）
266,654

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　ひとり親医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）３／５
568,546

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　ひとり親医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）４／５
873,864

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　ひとり親医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）５／５
261,414

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　ひとり親医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）２／５
312,925

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　ひとり親医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）１／５
227,390

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等封入、封緘、配送業務委託にかかる経費の支出について（全１２回　第１回分）
553,158

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等作成業務委託にかかる経費の支出について（全１２回　第１回分）
475,571

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講修了時給付金及び合格時給付金の支出について（令和2年3月申請分）
126,499

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度児童扶養手当給付費の支出について（6月期随時払）
18,592,230

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　印刷製本費 大阪市ひとり親家庭等自立促進計画（令和2年度～令和6年度）の印刷にかかる経費の支出について
233,200

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 令和２年度要保護児童対策地域協議会機能強化事業業務委託（概算契約）の実施及び同所要経費の支出について（上半期）
8,902,420

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度要保護児童対策地域協議会機能強化事業業務委託（概算契約）の実施及び同所要経費の支出について（上半期）
716,499

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 滋賀県立淡海学園にかかる措置費（５月分）の支出について
465,073

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度助産制度措置費（４月-１）の支出について
9,957,628

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等封入、封緘、配送業務委託にかかる経費の支出について（全１２回中２回目）
247,546

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等作成業務委託にかかる経費の支出について（全１２回中２回目）
211,758

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度大阪市就学者自立生活援助事業の所要経費の支出について（Ａｚｕｌ：６月分）
35,005

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 市内出張旅費（令和2年5月分・ひとり親家庭サポーター）の支出について
21,070

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（令和2年5月分・ひとり親ライン）の支出について
3,280

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市若年ひとり親の新たな家庭生活サポート給付金の支給について（令和2年3月分）
20,000

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 令和２年度ひとり親家庭等日常生活支援事業及びエンゼルサポーター派遣事業にかかる所要経費の支出について（４月分）
712,413

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 令和２年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（６月概算払分）
70,678,902

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 令和２年度こども医療費助成事業用はり、きゅう及びあん摩・マッサージ施術療養費の支出について（５月決定６月支払分）
79,438

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 兵庫県立明石学園にかかる措置費（5月分）の支出について
405,685

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 令和２年度ひとり親家庭等日常生活支援事業及びエンゼルサポーター派遣事業にかかる所要経費の支出について（４月分）
1,037,666

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 令和２年度ひとり親家庭医療費助成事業用はり、きゅう及びあん摩・マッサージ施術療養費の支出について（４月施術分（国保・後期高齢分)）
2,283,686

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 令和２年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（６月概算払分）
65,216,375

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 令和２年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（４月診療５月審査分・後期高齢者医療）
35,412

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル（明治小学校分校）にかかる、水道使用料金経費の支出について（６月請求分）
9,989

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(４月診療６月支払い分）
15,037

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(４月診療６月支払い分）
19,248,968

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(４月診療６月支払い分）
91,976

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(４月診療６月支払い分）
20,807,034

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度児童入所施設等措置費の支出について（６月分事務費）
515,736,353

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（令和2年度4回目）
347,821

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済みらい園外３施設にかかる指定管理業務代行料の支出について（６月払）
72,316,697

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費審査支払手数料の支出について（５月審査分６月払）
275,220

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度こども医療費助成事業用医療費審査支払手数料の支出について（５月審査分６月払）
2,393,572

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度施設退所児童等社会生活・就労支援事業の実施並びに同所要経費の支出について（上半期分）
4,870,500

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２度こども医療費助成事業用はり、きゅう及びあん摩・マッサージ施術療養費審査支払手数料の支出について（５月審査分６月払）
4,563

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 令和２年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（５月決定６月支払分）
6,541,871

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 令和２年度ひとり親家庭医療費助成事業用はり、きゅう及びあん摩・マッサージ施術療養費審査支払手数料の支出について（５月審査分　国保・後期分）
105,456

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 令和２年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（５月審査）（国保・後期高齢分）
1,694,962

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 令和２年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（５月審査分）（国保分）
204,682
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こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講修了時給付金及び合格時給付金の支出について（令和2年度：2回目）
84,333

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 令和２年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（４月施術分）
5,991,037

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（令和2年1月～3月分):第9回目
423,000

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立桃山学園にかかる措置費（５月分）の支出について
335,938

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年度第１回大阪市児童福祉審議会里親審査部会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
82,500

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年度第１回大阪市児童福祉審議会里親審査部会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
2,640

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　こども医療助成費（自動償還）にかかる支出について（６月２５日払い分）
82,547

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　ひとり親医療助成費（自動償還）にかかる支出について（６月２５日払い分）
61,106

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 市内出張費の支出について（令和２年５月分）
7,777

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 養育費に関する公正証書等作成促進補助金の支出について（令和2年5月第1回）
341,521

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度こども医療費助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（４月診療６月払い分）
10,200,949

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和２年度母子生活支援施設退所児童支援ネットワーク事業にかかる業務委託費の支出について（上半期分）（みおつくし福祉会）
13,560,000

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 令和２年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（６月概算払基金分）
355,548,607

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業　こども医療助成費にかかる支出について（5月7日払い分）（口座振替不能分）１／２
71,458

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業　こども医療助成費にかかる支出について（5月7日払い分）（口座振替不能分）２／２
9,707

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費の支出について(４～６月請求分）
55,900

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪府立修徳学院にかかる措置費（４～６月分）の支出について
8,230,010

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度児童入所施設等措置費の支出について（５月分事業費６月払い）
48,955,262

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度大阪市社会的養護継続支援事業の所要経費（里親、みなと、あみさか、あさひ：５月分、山口ホーム：４－５月分）の支出について
822,080

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　其他扶助金 令和２年度大阪市社会的養護継続支援事業の所要経費（自立援助ホームそなえ：６月分、里親：４－６月分）の支出について
515,060

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 令和２年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（５月審査分：基金）
1,280,229

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 令和２年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（６月概算払分：基金）
62,558,121

こども青少年局 こども家庭課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　ひとり親家庭医療助成費にかかる支出について（5月7日支払い分）（口座振替不能分）
13,178

こども青少年局 阿武山学園 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立阿武山学園の給食材料の購入について（令和２年６月分）
2,600,000

こども青少年局 阿武山学園 令和02年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　阿武山学園入所児童生活指導訓練費の支出について（６月分）
138,500

こども青少年局 阿武山学園 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　ネットワーク回線使用料（令和２年４月分）の支出について
5,225

こども青少年局 阿武山学園 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度ＮＨＫ放送受信料の支出について
14,545

こども青少年局 阿武山学園 令和02年06月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園公用車の高速道路使用に係るＥＴＣ料金の支払について（令和２年５月15日締切分）
8,640

こども青少年局 阿武山学園 令和02年06月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度阿武山学園事業用プロパンガスボンベ借入及び同所要経費の支出について
15,400

こども青少年局 阿武山学園 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（５月分：５月１日～５月31日）
6,237

こども青少年局 阿武山学園 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　燃料費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（５月分：５月１日～５月31日）
20,000

こども青少年局 阿武山学園 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　小口支払基金の支出について（５月分：５月１日～５月31日）
2,590

こども青少年局 阿武山学園 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿武山学園一般廃棄物収集運搬業務委託及び同所要経費の支出について（令和２年５月分）
44,000

こども青少年局 阿武山学園 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園観察寮舎一式　借入及び同所要経費の支出について（令和２年５月分）
838,750

こども青少年局 阿武山学園 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用　男子用スクール水着ほか13点買入及び所要経費の支出について
65,659

こども青少年局 阿武山学園 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用　ＫＡＢＣ―Ⅱ　買入及び同所要経費の支出について
19,470

こども青少年局 阿武山学園 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 阿武山学園白衣等洗濯業務委託（概算契約）及び同所要経費の支出について（令和２年５月分）
7,876

こども青少年局 阿武山学園 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 阿武山学園　水道料金（令和２年４月分～令和２年５月分）
554,953

こども青少年局 阿武山学園 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 阿武山学園　水道料金（令和２年４月分～令和２年５月分）
830,258

こども青少年局 阿武山学園 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　ネットワーク回線使用料（令和２年５月分）の支出について
5,225

こども青少年局 阿武山学園 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園事業用小型乗用車（３台）長期借入及び同所要経費の支出について
137,720

こども青少年局 阿武山学園 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用プール用殺菌消毒剤ほか２点買入及び所要経費の支出について
96,240

こども青少年局 運営担当 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 大阪市こども相談センター事業用電気料金（４月分）の支出について
1,199,094

こども青少年局 運営担当 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 令和２年度こども相談センター給食材料購入事業資金の支出について（６月分）
4,000,000

こども青少年局 運営担当 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 令和２年度こども相談センター事業用電話料金（４月使用分）の支出について（光IP電話通話料）
470,746

こども青少年局 運営担当 令和02年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業(性加害治療教育プログラム）の実施経費の支出について（4/22実施分）
4,650

こども青少年局 運営担当 令和02年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業(性加害治療教育プログラム）の実施経費の支出について（4/22実施分）
13,950
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こども青少年局 運営担当 令和02年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター清掃業務委託（長期継続）費(令和2年4月分)の支出について
453,750

こども青少年局 運営担当 令和02年06月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（令和２年５月18日実施分）
18,800

こども青少年局 運営担当 令和02年06月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（令和２年５月19日実施分）
2,000

こども青少年局 運営担当 令和02年06月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 大阪市こども相談センターファックス機トナーカートリッジ買入にかかる支出について
52,800

こども青少年局 運営担当 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.１）その１
5,700,865

こども青少年局 運営担当 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 令和２年度こども相談センター用乾式デジタル複合機（単価契約）の支出について（４月分）
24,176

こども青少年局 運営担当 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 児童の援助方針の決定にかかる診断書の作成経費の支出について
5,500

こども青少年局 運営担当 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 令和２年度大阪市こども相談センター及び大阪市南部こども相談センター白衣等洗濯請負業務委託の実施及び同所要経費の支出について
28,688

こども青少年局 運営担当 令和02年06月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 大阪市こども相談センター事業用ガス料金（５月分）の支出について
614,447

こども青少年局 運営担当 令和02年06月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 大阪市こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（４月分）の支出について
460,386

こども青少年局 運営担当 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　費用弁償 大阪市こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（会計年度任用職員４月分）の支出について
29,180

こども青少年局 運営担当 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 令和２年度こども相談センター事業用電話料金（５月請求分）の支出について（児童虐待ホットライン用フリーダイヤル通話料）
53,515

こども青少年局 運営担当 令和02年06月11日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　食糧費 令和２年度こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（５月末分）
421

こども青少年局 運営担当 令和02年06月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 令和２年度こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（５月末分）
60,000

こども青少年局 運営担当 令和02年06月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 令和２年度こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（５月末分）
9,500

こども青少年局 運営担当 令和02年06月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（５月末分）
19,200

こども青少年局 運営担当 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市こども相談センター及び南部こども相談センターにおける寝具一式長期借入（単価契約）及び同所要経費の支出について（４月分）
64,735

こども青少年局 運営担当 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 児童移送用公用車ＥＴＣ利用有料道路通行料（４月分）の支出について
45,260

こども青少年局 運営担当 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市こども相談センター及び南部こども相談センターにおける寝具一式長期借入（単価契約）及び同所要経費の支出について（４月分）
83,930

こども青少年局 運営担当 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 令和2年度児童福祉司任用前講習会にかかる経費の支出について（5月22日実施分）
11,400

こども青少年局 運営担当 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市こども相談センター診療所にかかる令和２年度大阪市中央区東医師会会費（年会費）の支出について（再振替）
18,000

こども青少年局 運営担当 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（令和２年５月27日実施分）
30,180

こども青少年局 運営担当 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（令和２年５月27日実施分）
6,280

こども青少年局 運営担当 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（令和２年５月22日実施分）
14,620

こども青少年局 運営担当 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 児童相談システム機器等長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
91,861

こども青少年局 運営担当 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 児童相談システム機器等長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
91,861

こども青少年局 運営担当 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 児童相談システム機器等長期借入経費の支出について（令和２年５月分）
7,348

こども青少年局 運営担当 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.１）その２
213,656

こども青少年局 運営担当 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 こども相談センター（森ノ宮・南部）及び阿武山学園乾式デジタル複合機長期借入（単価契約） の支出について（令和２年４月分）
36,966

こども青少年局 運営担当 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業(性加害治療教育プログラム）の実施経費の支出について（５/２６実施分）
20,925

こども青少年局 運営担当 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業(性加害治療教育プログラム）の実施経費の支出について（５/２６実施分）
6,975

こども青少年局 運営担当 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業(性加害治療教育プログラム）の実施経費の支出について（５/13実施分）
4,650

こども青少年局 運営担当 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業(性加害治療教育プログラム）の実施経費の支出について（５/13実施分）
13,950

こども青少年局 運営担当 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター（森ノ宮・南部）及び阿武山学園乾式デジタル複合機長期借入（単価契約） の支出について（令和２年４月分）
13,084

こども青少年局 運営担当 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 令和２年度こども相談センター用乾式デジタル複合機（単価契約）の支出について（５月分）
30,793

こども青少年局 運営担当 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター（森ノ宮・南部）及び阿武山学園乾式デジタル複合機長期借入（単価契約） の支出について（令和２年４月分）
153,270

こども青少年局 運営担当 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 令和２年度大阪市こども相談センター及び大阪市南部こども相談センターにおける臨床検査業務委託(概算契約）（その２）の実施および経費の支出について
5,896

こども青少年局 運営担当 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度こども相談センター事業用乾式電子複写機（ＦＡＸ機）長期借入契約にかかる支出について（５月分）
8,035

こども青少年局 運営担当 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度こども相談センター診療所用レセプト電算処理システム長期借入経費の支出について（５月分）
58,860

こども青少年局 運営担当 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 大阪市こども相談センター事業用ガス料金（６月分）の支出について
526,719

こども青少年局 運営担当 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 令和２年度こども相談センター事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
83,094

こども青少年局 運営担当 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 児童福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（５月分）の支出について
82,500

こども青少年局 運営担当 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 児童福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（５月分）の支出について
2,780

こども青少年局 運営担当 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 令和２年度こども相談センター親・子のカウンセリング事業用報償金（５月分）の支出について
203,700

こども青少年局 運営担当 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（令和２年６月８日実施分）
79,880

こども青少年局 運営担当 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 令和２年度大阪市こども相談センター休日及び平日夜間電話教育相談事業業務委託にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
2,291,666

こども青少年局 運営担当 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 令和２年度大阪市こども相談センター不登校児童通所事業業務委託にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
7,608,938
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こども青少年局 運営担当 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業(性加害治療教育プログラム）の実施経費の支出について（６/３実施分）
7,125

こども青少年局 運営担当 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業(性加害治療教育プログラム）の実施経費の支出について（６/３実施分）
21,375

こども青少年局 運営担当 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 令和２年度大阪市こども相談センター昇降機保守点検業務委託料（令和2年5月分）の支出について
136,400

こども青少年局 運営担当 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター清掃業務委託料(令和2年5月分)の支出について
752,620

こども青少年局 運営担当 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター警備（人的警備）業務委託料(令和2年5月分)の支出について
679,403

こども青少年局 運営担当 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター等施設維持管理業務委託料(令和2年5月分)の支出について
492,800

こども青少年局 運営担当 令和02年06月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター事業用自動車のリース（長期契約）にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
113,832

こども青少年局 運営担当 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 スクールカウンセラー報償金の支出について（令和２年度５月分）
15,821,390

こども青少年局 運営担当 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 令和２年度児童相談システム用バックアップデータ遠隔地保管業務委託契約にかかる支出について（４，５月分）
16,610

こども青少年局 運営担当 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（６月請求分）の支出について
8,910

こども青少年局 運営担当 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 令和２年度こども相談センター事業用切手等の買入について（第２四半期分）
89,000

こども青少年局 運営担当 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 令和２年度こども相談センター事業用電話料金（５月使用分）の支出について（光IP電話通話料）
443,483

こども青少年局 運営担当 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 令和２年度こども相談センター事業用切手等の買入について（第２四半期分）
50,536

こども青少年局 運営担当 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 令和２年度大阪市こども相談センター及び大阪市南部こども相談センター白衣等洗濯請負業務委託契約の支出について（５月分）
30,800

こども青少年局 運営担当 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 児童の援助方針の決定にかかる診断書の作成経費の支出について
3,600

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 令和２年度南部こども相談センター事業用電話料金（４月分）の支出について
180,785

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 南部こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（令和２年４月分）
20,000

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 南部こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（令和２年４月分）
3,620

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 令和２年度大阪市南部こども相談センターにおける庁内情報ネットワーク用回線使用料（令和２年４月分）の支出について
5,225

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　其他委員等旅費 南部こども相談センター（会計年度任用職員）事業用市内・近接管外出張交通費（４月分）の支出について
7,104

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（令和２年５月22日実施分）
6,530

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年06月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 令和２年度大阪市南部こども相談センター用乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）再契約にかかる支出について（令和２年４月分）
106,224

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度南部こども相談センター一時保護委託費の支出について（No.101）
1,091,284

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター事業用（５人乗り）自動車の長期借入（南部）の支出について（令和２年５月分）
37,070

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市南部こども相談センター事業用乾式電子複写機（ＦＡＸ機）長期借入にかかる所要経費の支出について（令和２年５月分）
5,076

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度南部こども相談センター一時保護委託費の支出について（No.102）
635,534

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 南部こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（４月分）の支出について
99,384

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 令和２年度大阪市南部こども相談センター用乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）再契約にかかる支出について（令和２年５月分）
71,809

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 南部こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
20,000

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　備品修繕料 南部こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
1,210

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 南部こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
700

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 令和２年度南部こども相談センター事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
14,401

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年06月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 南部こども相談センター児童移送用公用車ＥＴＣ利用有料道路通行料の支出について（令和2年4月分）
21,670

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　費用弁償 南部こども相談センター（会計年度任用職員）事業用市内・近接管外出張交通費（４月分追加及び５月分）の支出について
7,060

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市南部こども相談センター警備(人的警備)業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（令和２年５月分）
691,900

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市南部こども相談センター清掃業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（令和２年５月分）
261,250

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年06月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市南部こども相談センター事業用小型乗用車長期借入経費の支出にについて（令和２年５月分）
65,890

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 南部こども相談センター児童相談システム機器（追加分）等借入経費の支出について（５月分）
14,190

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和２年度南部こども相談センター一時保護委託費の支出について（No.103）
2,394,568

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 大阪市こども相談センター及び南部こども相談センター一時保護所用　紙おむつ１　ほか６点の買入に係る経費の支出について
825,594

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 令和２年度南部こども相談センター事業用電話料金（５月分）の支出について
180,033

こども青少年局 南部こども相談センター 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 南部こども相談センター診療所用レセプト電算処理システム長期借入経費の支出について（５月分）
47,564

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　他市幼稚園子どものための教育・保育給付費（５月分）の支出について
661,978

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　他市民間認定こども園子どものための教育・保育給付費（５月分）の支出について
37,128,891

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　市内民間認可保育所子どものための教育・保育給付費（５月分）の支出について（トレジャーキッズきょうばし）
4,071,720

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　他市地域型保育事業所子どものための教育・保育給付費（５月分）の支出について
3,413,520

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　他市民間保育所子どものための教育・保育給付費（５月分）の支出について
1,397,870
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こども青少年局 保育企画課 令和02年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度　こども・子育て支援事務センター　管理費及び修繕積立費（５月分）の支出について
112,360

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 こども・子育て支援事務センター用　乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）の支出について（令和２年４月分）
1,469

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　他市幼稚園　子どものための教育・保育給付費（５月分）の支出について（玉川学園幼稚園）
112,844

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市こども・子育て支援会議　教育・保育施設等事故検証部会録音記録内容反訳業務の実施及び同経費の支出並びに同委託契約の締結について
21,120

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　市内民間認可保育所子どものための教育・保育給付費（６月分）の支出について
3,615,087,220

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　市内地域型保育事業所子どものための教育・保育給付費（６月分）の支出について
549,292,880

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　市内民間幼稚園子どものための教育・保育給付費（６月分）の支出について
118,482,190

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　市内民間認定こども園子どものための教育・保育給付費（６月分）の支出について
1,047,173,487

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　子育てのための施設等利用給付費の支出について（認可外保育施設等）
61,325,860

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　子育てのための施設等利用給付費の支出について（認可外保育施設等）
39,436,240

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 令和２年度総合福祉システム（福祉五法システム）保育所入所関係帳票裁断、封入、折込、仕分け、配送業務委託にかかる経費の支出について（全１２回中１回目）
794,323

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　子育てのための施設等利用給付費の支出について（認可外保育施設等）（３回目）
40,959,000

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　子育てのための施設等利用給付費の支出について（認可外保育施設等）（６回目）
7,333,050

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　子育てのための施設等利用給付費の支出について（認可外保育施設等）（５回目）
8,154,110

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保育事務用乾式デジタル複合機移設業務委託の締結及び同経費の支出について
46,200

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　子育てのための施設等利用給付費の支出について（認可外保育施設等）（７回目）
5,843,380

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　子育てのための施設等利用給付費の支出について（認可外保育施設等）（４回目）
5,320,700

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　子育てのための施設等利用給付費の支出について（認可外保育施設等）（８回目）
4,609,970

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 令和２年度総合福祉システム（福祉五法システム）保育所入所関係帳票裁断、封入、折込、仕分け、配送業務委託にかかる経費の支出について（全１２回中２回目）
162,860

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 待機児童調査における返信用封筒に係る郵便料金の支出について（５月分）
891

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　子育てのための施設等利用給付費の支出について（認可外保育施設等）（９回目）
4,269,550

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）の支出について（令和２年５月分）
8,690

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度　船場センタービル　管理費及び修繕積立費（６月分）の支出について
98,163

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　他市地域型保育事業所子どものための教育・保育給付費（６月分）の支出について
6,966,530

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　他市民間保育所子どものための教育・保育給付費（６月分）の支出について
1,957,110

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　他市幼稚園子どものための教育・保育給付費（６月分）の支出について
703,262

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　子育てのための施設等利用給付費の支出について（認可外保育施設等）（１０回目）
2,261,220

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 令和２年度　他市民間認定こども園子どものための教育・保育給付費（６月分）の支出について
33,543,760

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 補償、補填及賠償金　賠償金 船場センタービル　管理費・修繕積立金の支払い遅延に伴う延滞金の支出について
874

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度私立保育所保育料過誤納金（過年度調定分）の還付に関する（５月請求分）支出について
4,256,420

こども青少年局 保育企画課 令和02年06月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和２年度公立保育所保育料過誤納金（過年度調定分）の還付に関する（５月請求分）支出について
767,520

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 令和２年度市立保育所（高松保育所）における電気料金の支出について（4月分）
69,293

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 加島第１保育所ほか16施設で使用する電気（高圧）（海老江保育所ほか4月分）
1,790,345

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 加島第１保育所ほか16施設で使用する電気（高圧）（加島保育所・4月分）
145,330

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（4月分）
24,741

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（4月分）
425,020

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 八幡屋保育所２歳児保育室空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
115,005

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 市立保育所機械警備業務委託（北エリア）の所要経費の支出について（4月分）
217,855

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 市立保育所機械警備業務委託（西エリア）の所要経費の支出について（4月分）
241,395

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 令和２年度市立保育所（高松保育所）における電話料金の支出について（4月分・ＮＴＴ）
13,637

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 大浪保育所調理室食器消毒保管庫分解掃除の実施及び同所要経費の支出について
19,800

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 住吉乳児保育所ホール空調機点検作業の実施及び同所要経費の支出について
7,370

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 南大江保育所調理室空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
42,020

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 令和２年度こども青少年局所管施設産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（4月分）
1,351,242

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 令和２年度こども青少年局所管施設一般廃棄物収集・運搬業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（4月分）
1,165,907

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　塩素剤　の購入及び同経費の支出について
7,884

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 南江口保育所施設一式借入契約に係る経費の支出について（令和２年５月分））
1,353,566
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こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について　特別保育事業（令和２年４月分）
37,180

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について　一般事業（令和２年４月分）
119,890

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所運営課市内出張交通費の支払いについて（４月分）
77,771

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（令和2年4月～令和3年3月）（4月分）の支出について
402,325

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 市立保育所機械警備業務委託（北エリア）の所要経費の支出について(5月分)
217,855

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 市立保育所機械警備業務委託（東エリア）の所要経費の支出について(5月分）
252,560

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 市立保育所機械警備業務委託（西エリア）の所要経費の支出について(5月分）
241,395

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 市立保育所機械警備業務委託（南エリア）の所要経費の支出について(5月分)
194,370

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 令和２年度こども青少年局所管施設産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の所要経費について（5月分）
1,260,782

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 令和２年度こども青少年局所管施設一般廃棄物収集・運搬業務委託（概算契約）の所要経費について（5月分)
879,535

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 令和２年度　保育所運営業務委託料の支出について（６月分）
243,697,170

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 もと鶴町保育所機械警備業務委託の所要経費の支出について(5月分)
16,500

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 南津守保育所施設一式長期借入契約の実施及び同所要経費の支出について
731,500

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 高見町保育所調理室給湯器修繕の実施及び同所要経費の支出について
7,865

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立保育所等情報発信メール配信サービス提供業務委託の実施及び同所要経費の支出について
99,000

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 甲種防火管理講習受講手数料の支出について
34,000

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（5月分）
14,575

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（5月分）
305,180

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 加島第１保育所ほか16施設で使用する電気（高圧）（加島保育所・5月分）
146,167

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 加島第１保育所ほか16施設で使用する電気（高圧）（海老江保育所ほか15件・5月分）
1,679,808

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 保育所用庁内情報用パソコン修理（中川保育所）に係る経費の支出について
52,250

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和2年度都市再生機構内保育所（出来島・千島・豊里第２）賃貸料、共益費の支出について
270,420

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（令和2年4月～令和3年3月）（5月分）の支出について
402,325

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 高松保育所仮設園舎一式借入契約に係る経費の支出について（令和２年４月分）
5,163,890

こども青少年局 保育所運営課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 高松保育所仮設園舎一式借入契約に係る経費の支出について（令和２年５月分）
5,163,890

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　其他委員等旅費 令和元年度市内出張交通費の支出について（4月分）（会計年度任用職員）
580

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 令和元年度市内出張交通費の支出について（4月分）
3,910

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年06月05日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 大阪市保育・幼児教育センター用乾式電子複写機借入経費の支出について（令和２年４月分）
37,144

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年06月10日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 令和２年度大阪市保育・幼児教育センターにおけるインターネット回線使用料の支出について（４月分）
5,225

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年06月12日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度大阪市保育・幼児教育センター維持管理の実施及び同所要経費の支出について（令和２年４月分光熱水費等）
391,915

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 令和２年度大阪市幼稚園調査研究事業委託の所要経費の支出について（第１回分）
16,235,912

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 令和２年度大阪市認定こども園等調査研究事業委託の要経費の支出について（第１回分）
10,203,336

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 令和２年度大阪市発達障がい児等特別支援教育相談事業委託の所要経費の支出について（第１回分）
4,442,000

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年06月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 令和２年度大阪市幼稚園等教員研修事業委託の所要経費の支出について（第１回分）
4,594,000

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年06月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 令和元年度市内出張交通費の支出について（5月分）
6,292

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 令和２年度大阪市認定こども園調査研究事業委託の所要経費の支出について（第１回分）
6,715,002

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 令和２度大阪市保育士等キャリアアップ研修事業業務委託の経費の支出について（１回分）
2,583,250

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 令和２年度大阪市保育施設等職員研修事業業務委託の経費の支出について（第１回分）
2,649,000

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年06月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 令和２年度大阪市保育園調査研究事業委託の所要経費の支出について（第１回分）
1,246,322

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年度市内出張交通費の支出について（5月分）（会計年度任用職員）
2,600

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 大阪市保育・幼児教育センター用乾式電子複写機借入経費の支出について（令和２年５月分）
16,112

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 大阪市保育・幼児教育センター事業用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
2,664

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 大阪市保育・幼児教育センター清掃業務委託 長期継続の所要経費の支出について（令和２年５月分）
128,150

こども青少年局 保育・幼児教育センター 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度大阪市保育・幼児教育センター維持管理の実施及び同所要経費の支出について（令和２年５月分光熱水費等）
340,020

環境局 環境管理課 令和02年06月01日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 大気汚染常時監視テレメータシステム用親局光回線使用に係る経費の支出について（4月分）
8,767

環境局 環境管理課 令和02年06月01日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 オキシダント緊急時（光化学スモッグ）用インターネットファックス一斉送信サービス利用経費の支出について（4月分）
596

環境局 環境管理課 令和02年06月01日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 環境局（ATC)庁舎電話料金の支出について（庁舎管理用：4月分）
58,746
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環境局 環境管理課 令和02年06月03日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　備品修繕料 大気汚染常時監視用此花区役所測定局窒素酸化物自動測定機修繕に係る経費の支出について
202,400

環境局 環境管理課 令和02年06月05日 一般会計 環境費 環境費 環境費 報酬　其他委員等報酬 環境影響評価専門委員会(4月24日開催) 委員報酬の支出について（環境影響評価）
19,500

環境局 環境管理課 令和02年06月05日 一般会計 環境費 環境費 環境費 報酬　其他委員等報酬 環境影響評価専門委員会(4月24日開催) 委員報酬の支出について（環境影響評価）
19,500

環境局 環境管理課 令和02年06月05日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（燃－１・公害パトロール用・４月分）
3,221

環境局 環境管理課 令和02年06月09日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 令和2年度PCB調査用車両法定点検等の実施経費の支出について
117,700

環境局 環境管理課 令和02年06月09日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 令和2年度PCB調査用車両法定点検等に係る車検登録印紙代経費の支出について
1,100

環境局 環境管理課 令和02年06月09日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 令和2年度PCB調査用車両法定点検等に係る自動車重量税代経費の支出について
8,200

環境局 環境管理課 令和02年06月11日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【北部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
5,950

環境局 環境管理課 令和02年06月11日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【北部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
600

環境局 環境管理課 令和02年06月11日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【北部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
2,560

環境局 環境管理課 令和02年06月11日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【北部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
360

環境局 環境管理課 令和02年06月12日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 （環境規制）連絡調整用市内等出張交通費の支出について（令和２年４月分）
3,570

環境局 環境管理課 令和02年06月12日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 ゴム長靴１ほか３点の買入に係る経費の支出について（水質汚濁対策用）
165,000

環境局 環境管理課 令和02年06月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 令和2年度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実態把握業務に係る経費の支出について
134,400

環境局 環境管理課 令和02年06月15日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
19,294

環境局 環境管理課 令和02年06月15日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,870

環境局 環境管理課 令和02年06月15日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
400

環境局 環境管理課 令和02年06月15日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ高速道路通行料の支出について（公害パトロール・４月分）
13,270

環境局 環境管理課 令和02年06月16日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 法規関連書籍追録（環境計量作業環境測定　法令・JIS要覧、環境保全関係法令集）概算購入及び経費の支出について（環境管理部一般事務用：第2回中間払い）
10,002

環境局 環境管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について【西部環境保全監視グループ】（令和2年　5月分）
220

環境局 環境管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について【西部環境保全監視グループ】（令和2年　5月分）
800

環境局 環境管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について【西部環境保全監視グループ】（令和2年　5月分）
400

環境局 環境管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について【西部環境保全監視グループ】（令和2年　5月分）
2,050

環境局 環境管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 産業廃棄物規制用市内出張交通費の支出について（５月分）
960

環境局 環境管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油の購入経費の支出について　４月分
3,915

環境局 環境管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油の購入経費の支出について　４月分
3,045

環境局 環境管理課 令和02年06月19日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 折りたたみテーブルの買入に係る経費の支出について（水質汚濁対策用）
45,540

環境局 環境管理課 令和02年06月19日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 環境データ処理システム用環境データ処理システム機器一式長期借入に係る経費の支出について（５月分）
77,550

環境局 環境管理課 令和02年06月19日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視テレメータシステム用子局機器一式借入（再リース）に係る経費の支出について（５月分）
77,220

環境局 環境管理課 令和02年06月19日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　自動車騒音面的評価システム用機器一式の借入（再リース）に係る経費の支出について（５月分）
7,260

環境局 環境管理課 令和02年06月19日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視テレメータシステム用親局機器一式長期借入に係る経費の支出について（５月分）
285,230

環境局 環境管理課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 水質汚濁対策用市内出張交通費の支出について（４月分）
360

環境局 環境管理課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 水質汚濁対策用市内出張交通費の支出について（４月分）
4,226

環境局 環境管理課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 南西部環境保全監視グループ一般業務用市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
210

環境局 環境管理課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 ＡＴＣ庁舎電気料金の支出について（庁舎管理用：５月分）
346,824

環境局 環境管理課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 南西部環境保全監視グループ小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
1,620

環境局 環境管理課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
600

環境局 環境管理課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 南西部環境保全監視グループ小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
110

環境局 環境管理課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
6,760

環境局 環境管理課 令和02年06月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路（車両有料道路）通行料費用の支出について　４月分
1,680

環境局 環境管理課 令和02年06月24日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 緊急時対策用ＡＴＣ庁舎の構内配線使用に係る経費の支出について（5月分）
4,400

環境局 環境管理課 令和02年06月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（５月分　事務連絡用）
3,610

環境局 環境管理課 令和02年06月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）構内電話配線使用料の支出について（庁舎管理用：5月分）
1,100

環境局 環境管理課 令和02年06月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）月極駐車場使用料金の支出について（庁舎管理用：7月分）
110,000

環境局 環境管理課 令和02年06月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）賃料・共益費の支出について（庁舎管理用：7月分）
4,678,969

環境局 環境管理課 令和02年06月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 負担金、補助及交付金　分担金 水質汚濁対策用大阪湾環境保全協議会令和２年度分担金の支出について
75,000

環境局 環境管理課 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
77,000
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環境局 環境管理課 令和02年06月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（燃－１・公害パトロール用・５月分）
2,569

環境局 環境管理課 令和02年06月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（公害パトロール用・４月分）
58,660

環境局 環境管理課 令和02年06月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【南東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
100

環境局 環境管理課 令和02年06月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【南東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
200

環境局 環境管理課 令和02年06月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【南東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
200

環境局 環境管理課 令和02年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物情報管理システム用機器一式の長期借入契約に係る経費の支出ついて（５月分）
43,780

環境局 環境管理課 令和02年06月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【北部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分）（第１回）
400

環境局 環境管理課 令和02年06月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【北部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分）（第１回）
1,100

環境局 環境管理課 令和02年06月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【北部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分）（第１回）
520

環境局 環境管理課 令和02年06月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【北部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（令和２年６月分）（第１回）
1,420

環境局 環境管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 （環境規制）連絡調整用市内等出張交通費の支出について（令和２年５月分）
3,684

環境局 環境管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 【東部環境保全監視グループ】市内出張交通費（事務連絡用、令和２年５月分）の支出について
950

環境局 環境管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 一般業務用市内出張交通費の支出について（令和2年5月分）【西部環境保全監視グループ】
760

環境局 環境管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 マウスパッドほか４点の買入に係る経費の支出について（環境保全関係業務処理システム用）
6,741

環境局 環境管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 環境局（ATC)庁舎電話料金の支出について（庁舎管理用：５月分）
59,549

環境局 環境管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 郵便料金の支出について（５月分　環境管理部　一般業務用）
1,480

環境局 環境管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 大気汚染常時監視テレメータシステム用親局光回線使用に係る経費の支出について（５月分）
8,767

環境局 環境管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 オキシダント緊急時（光化学スモッグ）用インターネットファックス一斉送信サービス利用経費の支出について（５月分）
31

環境局 環境管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 環境保全関係業務処理システム用サーバ及び周辺装置の借入に係る経費の支出について（５月分）
92,180

環境局 事業管理課 令和02年06月01日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 光回線使用料の支出について（霊園管理用・泉南メモリアルパーク整備用・環境局ほか６件・４月分）
7,920

環境局 事業管理課 令和02年06月01日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 光回線使用料の支出について（斎場事業運営用４月分）
5,467

環境局 事業管理課 令和02年06月01日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 光回線使用料の支出について（霊園管理用・泉南メモリアルパーク整備用・環境局ほか６件・４月分）
44,330

環境局 事業管理課 令和02年06月01日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 プロバイダー使用料の支出について(斎場事業運営用４月分)
20,680

環境局 事業管理課 令和02年06月02日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 プロバイダー使用料の支出について(霊園管理用４月分)
1,100

環境局 事業管理課 令和02年06月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センター外９ヶ所　機械警備業務委託の支出について（令和２年４月分）
385,000

環境局 事業管理課 令和02年06月03日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
221,875

環境局 事業管理課 令和02年06月03日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
703,641

環境局 事業管理課 令和02年06月03日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
50,250

環境局 事業管理課 令和02年06月03日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
716,699

環境局 事業管理課 令和02年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 防鳥用ネット（その２）（環境局）の買入及び同経費の支出について（廃棄物処理事業用）
3,518,900

環境局 事業管理課 令和02年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（東成区・生野区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（4月分）
4,169,672

環境局 事業管理課 令和02年06月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（大阪市設服部霊園還付用）
125,254

環境局 事業管理課 令和02年06月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（大阪市設北霊園還付用）
484,666

環境局 事業管理課 令和02年06月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（大阪市設瓜破霊園還付用）
6,519

環境局 事業管理課 令和02年06月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（合葬式墓地還付用）
50,000

環境局 事業管理課 令和02年06月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（大阪市設南霊園還付用）
9

環境局 事業管理課 令和02年06月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（大阪市設服部霊園還付用）
8,800

環境局 事業管理課 令和02年06月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
1,099,876

環境局 事業管理課 令和02年06月08日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について(瓜破斎場管理運営用)
8

環境局 事業管理課 令和02年06月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
1,236,090

環境局 事業管理課 令和02年06月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 し尿収集運搬業務委託経費（し尿流注業務用）（４月分）の支出について
310,200

環境局 事業管理課 令和02年06月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 令和２年度　環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（４月分）
1,615,634

環境局 事業管理課 令和02年06月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 公衆トイレ清掃・管理業務委託（その２）経費（公衆トイレ整備用）（４月分）の支出について
444,725

環境局 事業管理課 令和02年06月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集受付センター運営業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（4月分）
14,084,510

環境局 事業管理課 令和02年06月12日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　消耗品費 瓜破斎場残骨灰等保管袋購入経費の支出について（斎場事業運営用）
356,400

環境局 事業管理課 令和02年06月12日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　手数料 瓜破斎場作業服洗濯（概算契約）手数料の支出について（瓜破斎場事業管理用４月分）
19,734

環境局 事業管理課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（大阪市設瓜破霊園還付用）
1,500
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環境局 事業管理課 令和02年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（合葬式墓地還付用）
250,000

環境局 事業管理課 令和02年06月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 大阪地下鉄大阪シティバス回数カードの購入経費（事務連絡用）の支出について
60,000

環境局 事業管理課 令和02年06月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 天六公衆トイレ清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ整備用・４月分）の支出について
542,006

環境局 事業管理課 令和02年06月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 令和２年度　道路清掃業務委託【南部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（４月分）
15,088,189

環境局 事業管理課 令和02年06月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 令和２年度　道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区内】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（４月分）
3,371,307

環境局 事業管理課 令和02年06月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 令和２年度　道路清掃業務委託【北部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（４月分）
21,672,982

環境局 事業管理課 令和02年06月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 令和２年度　道路清掃業務委託【人力除草】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（４月分）
7,425,199

環境局 事業管理課 令和02年06月15日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 報償費　報償金 第１回大阪市葬祭施設指定管理予定者選定会議委員報償金（大阪市立葬祭場分）の支出について（斎場事業運営用）
69,880

環境局 事業管理課 令和02年06月15日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 旅費　普通旅費 泉南メモリアルパーク霊園管理にかかる管外出張について（霊園管理用５月27日分）
1,880

環境局 事業管理課 令和02年06月15日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 旅費　普通旅費 泉南メモリアルパーク霊園管理にかかる管外出張について（泉南メモリアルパーク整備用５月27日分）
3,380

環境局 事業管理課 令和02年06月15日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,850

環境局 事業管理課 令和02年06月15日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市霊園管理システム機器調達経費（霊園整備用）の支出について（令和２年度・５月分）
64,318

環境局 事業管理課 令和02年06月15日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市霊園管理システム機器調達経費（霊園整備用）の支出について（令和２年度・５月分）
31,822

環境局 事業管理課 令和02年06月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 令和２年度　道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区内】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（４月分）
30,888

環境局 事業管理課 令和02年06月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
539,124

環境局 事業管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
1,639

環境局 事業管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 苛性ソーダほか１点の購入経費（し尿流注業務用）の支出について
56,551

環境局 事業管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 令和２年度　河川水面清掃及び河川清掃ごみ運搬業務委託（概算契約）経費の支出について（４月分）
8,164,200

環境局 事業管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 令和２年度ごみ量集計用ごみ量集計システム運用・保守業務委託経費の支出について（令和２年４月分）
117,700

環境局 事業管理課 令和02年06月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金に係る経費の支出について（収集作業用）（4月分）
3,142,790

環境局 事業管理課 令和02年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
1,768,265

環境局 事業管理課 令和02年06月19日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　消耗品費 瓜破斎場自動給茶器用煎茶ほか２点購入経費の支出について（斎場事業運営用）
124,740

環境局 事業管理課 令和02年06月19日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　食糧費 瓜破斎場自動給茶器用煎茶ほか２点購入経費の支出について（斎場事業運営用）
138,240

環境局 事業管理課 令和02年06月19日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立斎場予約受付システムソフトウェア借入経費の支出について（斎場事業運営用５月分）
61,732

環境局 事業管理課 令和02年06月19日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立斎場予約受付システム用機器一式借入経費の支出について（斎場事業運営用５月分）
180,070

環境局 事業管理課 令和02年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（大阪市設瓜破霊園還付用）
8,213

環境局 事業管理課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動拡散型消火器（水面清掃事業用）買入経費の支出について
33,000

環境局 事業管理課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 中浜流注場の車両用揮発油代金（し尿流注業務用）の支出について（４月分）
397,866

環境局 事業管理課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 中浜流注場の車両用揮発油代金（し尿流注業務用）の支出について（４月分）
10,951

環境局 事業管理課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分）
6,650

環境局 事業管理課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（住之江区・住吉区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（5月分）
3,381,583

環境局 事業管理課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（北区・都島区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（5月分）
3,330,555

環境局 事業管理課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（西区・港区・大正区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（5月分）
3,353,434

環境局 事業管理課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（福島区・此花区・西淀川区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（5月分）
3,269,444

環境局 事業管理課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（淀川区・東淀川区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（5月分）
4,800,947

環境局 事業管理課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（旭区・城東区・鶴見区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（5月分）
4,781,944

環境局 事業管理課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（東成区・生野区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（5月分）
4,169,672

環境局 事業管理課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（平野区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（5月分）
3,274,027

環境局 事業管理課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 し尿収集運搬業務委託経費（し尿流注業務用・５月分）の支出について
310,200

環境局 事業管理課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和2年5月分）
3,876

環境局 事業管理課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 令和２年度大阪市設住吉霊園ほか４霊園管理運営に係る業務代行料（５月分）の支出について（霊園管理用）
3,081,551

環境局 事業管理課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 令和２年度市設霊園（泉南メモリアルパーク）管理運営に係る業務代行料支払について（霊園管理用・５月分）
7,798,351

環境局 事業管理課 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 令和２年度　北部環境事業センター外９ヶ所　機械警備業務委託の支出について（令和２年５月分）
385,000

環境局 事業管理課 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（中央区・浪速区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（5月分）
3,348,888

環境局 事業管理課 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（天王寺区・東住吉区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（5月分）
3,324,444

環境局 事業管理課 令和02年06月25日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 斎場事業運営用　瓜破斎場電気代（５月分）の支出について
1,119,349

環境局 事業管理課 令和02年06月25日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 プロバイダー使用料の支出について(霊園管理用５月分)
1,100
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環境局 事業管理課 令和02年06月25日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 瓜破斎場一般廃棄物収集・運搬業務委託（概算契約）の支出について（斎場事業運営用）
22,809

環境局 事業管理課 令和02年06月25日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 令和２年度大阪市設瓜破霊園ほか３霊園及び大阪市立服部納骨堂管理運営に係る業務代行料支払について（霊園管理用）（５月分）
22,033,044

環境局 事業管理課 令和02年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 新型コロナウイルス感染症対策用速乾性手指消毒液ほか１点買入経費の支出について（斎場事業運営用）
385,330

環境局 事業管理課 令和02年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 令和２年度大阪市粗大ごみ処理手数料収納業務委託契約の締結並びに同所要経費の支出について（４月分）
566,588

環境局 事業管理課 令和02年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 動物死体処理業務委託（単価契約）の支出について（令和２年５月分）
1,238,925

環境局 事業管理課 令和02年06月26日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　消耗品費 新型コロナウイルス感染症対策用速乾性手指消毒液ほか１点買入経費の支出について（斎場事業運営用）
683,980

環境局 事業管理課 令和02年06月26日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 斎場事業運営用　瓜破斎場アンシラリーサービス料金（５月分）の支出について
1,980

環境局 事業管理課 令和02年06月26日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 瓜破斎場建物内警備業務委託の支出について（斎場事業運営用）（５月分）
34,650

環境局 事業管理課 令和02年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（大阪市設瓜破霊園還付用）
1,089,583

環境局 事業管理課 令和02年06月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 令和２年度　環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（５月分）
1,615,634

環境局 事業管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（令和2年5月分）
5,034

環境局 事業管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（令和2年5月分）
3,719

環境局 事業管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 蛍光灯ほか６点の購入費用（トイレ修繕用品）の支出について
46,750

環境局 事業管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 天六公衆トイレ光熱水費経費（公衆トイレ維持管理用）（５月分）の支出について
113,818

環境局 事業管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 廃棄物処理事業用粗大ごみ処理手数料納入通知書等の後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
2,940

環境局 事業管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 廃棄物処理事業用粗大ごみ処理手数料納入通知書等の後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
8,490

環境局 事業管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集受付センター運営業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（5月分）
14,084,510

環境局 事業管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市普通ごみ収集運搬業務委託（都島区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（5月分）
14,850,000

環境局 事業管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 令和２年度ごみ量集計用ごみ量集計システム運用・保守業務委託経費の支出について（令和２年５月分）
117,700

環境局 事業管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ごみ量集計システム用サーバ機及び周辺装置長期借入経費の支出について（ごみ量集計用　令和２年５月分）
29,700

環境局 事業管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　其他委員等旅費 市内出張交通費の支出について（令和2年5月分）
70,900

環境局 事業管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（令和2年5月分）
2,619

環境局 事業管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 旅費　普通旅費 業務連絡用市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
5,836

環境局 事業管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 旅費　普通旅費 業務連絡用市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
6,468

環境局 事業管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 斎場事業運営用　瓜破斎場ガス代（５月分）の支出について
4,883,906

環境局 事業管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 光回線使用料の支出について（斎場事業運営用５月分）
5,467

環境局 事業管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 プロバイダー使用料の支出について(斎場事業運営用５月分)
20,680

環境局 事業管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 光回線使用料の支出について（霊園管理用・泉南メモリアルパーク整備用・環境局ほか６件・５月分）
7,920

環境局 事業管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 光回線使用料の支出について（霊園管理用・泉南メモリアルパーク整備用・環境局ほか６件・５月分）
44,330

環境局 事業管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 大阪市立小林斎場及び佃斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用５月分）
12,670,227

環境局 事業管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 大阪市立北斎場及び鶴見斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用５月分）
25,847,928

環境局 北部環境事業センター 令和02年06月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度天満交通安全協会　安全運転管理者部会費（交通安全対策用）の支出について
12,000

環境局 北部環境事業センター 令和02年06月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度天満交通安全協会費（交通安全対策用）の支出について
14,400

環境局 北部環境事業センター 令和02年06月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小学校体験学習用ノート（普及啓発用）購入経費の支出について
109,967

環境局 北部環境事業センター 令和02年06月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（５月分）
1,800

環境局 北部環境事業センター 令和02年06月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
550

環境局 北部環境事業センター 令和02年06月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（５月分）
391,960

環境局 北部環境事業センター 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 危険物取扱者養成講習受講料の支出について
17,200

環境局 北部環境事業センター 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 廃棄物処理事業用　北部環境事業センター電気代（５月分）の支出について
310,972

環境局 北部環境事業センター 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 危険物取扱者養成講習受講料の支出について
440

環境局 北部環境事業センター 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 危険物取扱者養成講習受講料の支出について
50,000

環境局 北部環境事業センター 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 三菱ミニキャブ用バッテリーの購入経費の支出について（減量指導事務用）
4,180

環境局 北部環境事業センター 令和02年06月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 立入検査通知用及び計画書督促状に係る郵便切手購入経費の支出について（減量指導事務用）
30,912

環境局 東北環境事業センター 令和02年06月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　令和２年５月分市内等出張交通費の支出について
5,647

環境局 東北環境事業センター 令和02年06月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 危険物取扱者養成講習受講料等の支出について(安全衛生用)
12,900

環境局 東北環境事業センター 令和02年06月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 危険物取扱者養成講習受講料等の支出について(安全衛生用)
440

環境局 東北環境事業センター 令和02年06月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 危険物取扱者養成講習受講料等の支出について(安全衛生用)
37,500
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環境局 東北環境事業センター 令和02年06月19日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2年5月分）
6,028

環境局 東北環境事業センター 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2年5月分）
3,811

環境局 東北環境事業センター 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2年5月分）
430

環境局 東北環境事業センター 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（2年5月分）
500

環境局 東北環境事業センター 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金の支出について（車両洗車用・６月分）
15,779

環境局 東北環境事業センター 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料金の支出について（庁舎管理用・５月分）
390,516

環境局 東北環境事業センター 令和02年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（５月中継地分）
97,990

環境局 東北環境事業センター 令和02年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（５月分）
1,763,820

環境局 東北環境事業センター 令和02年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　東北環境事業センター電気代(５月分)の支出について
315,994

環境局 東北環境事業センター 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（５月分）
716,100

環境局 城北環境事業センター 令和02年06月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用等市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
560

環境局 城北環境事業センター 令和02年06月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（第１四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（４月分）
716,100

環境局 城北環境事業センター 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
2,468

環境局 城北環境事業センター 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
1,529

環境局 城北環境事業センター 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
871

環境局 城北環境事業センター 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
400

環境局 城北環境事業センター 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
750

環境局 城北環境事業センター 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 電気使用料金（城北環境事業センター庁舎用）の支出について（令和２年５月分）
241,328

環境局 城北環境事業センター 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（城北環境事業センター用）の支出について（令和２年５月分）
54,818

環境局 城北環境事業センター 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（城北環境事業センター用）の支出について（令和２年５月分）
28,105

環境局 城北環境事業センター 令和02年06月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 職員作業服洗濯用全自動洗濯機購入並びに家電リサイクル経費の支出について
62,700

環境局 城北環境事業センター 令和02年06月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（第１四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（令和２年５月分）
1,763,820

環境局 城北環境事業センター 令和02年06月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 職員作業服洗濯用全自動洗濯機購入並びに家電リサイクル経費の支出について
3,630

環境局 西北環境事業センター 令和02年06月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジほか8点の購入費用の支出について（一般事務用）
45,980

環境局 西北環境事業センター 令和02年06月19日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（5月分）
6,534

環境局 西北環境事業センター 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 危険物取扱者養成講習費用（3名分）の支出について(安全衛生用)
12,900

環境局 西北環境事業センター 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（5月分）
9,305

環境局 西北環境事業センター 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金の支出について（5月分）
2,750

環境局 西北環境事業センター 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 危険物取扱者養成講習費用（3名分）の支出について(安全衛生用)
37,500

環境局 西北環境事業センター 令和02年06月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（5月分）の支出について
7,440

環境局 西北環境事業センター 令和02年06月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットペーパーの購入経費の支出について（職員衛生用）
78,232

環境局 西北環境事業センター 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（庁舎管理用）（5月分）
310,491

環境局 西北環境事業センター 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料の支出について（車両洗車用）（6月分）
30,486

環境局 西北環境事業センター 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料の支出について（庁舎管理用）（5月分）
398,557

環境局 西北環境事業センター 令和02年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 タブレット端末使用料の支出について（減量美化用）（５月分）
3,962

環境局 西北環境事業センター 令和02年06月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 西淀川安全運転管理者部会会費の支出について（交通事故防止対策用）
12,500

環境局 西北環境事業センター 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費の支出について（廃棄物収集輸送用）（5月分）
1,175,880

環境局 西北環境事業センター 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 普及啓発物品再生PPスティックのり1点の購入並びに経費の支出について
99,902

環境局 中部環境事業センター 令和02年06月16日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰越入金の支出について（令和２年５月分）
3,949

環境局 中部環境事業センター 令和02年06月18日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（14号～22号）の支出について　（令和2年5月分）
6,512

環境局 中部環境事業センター 令和02年06月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（14号～22号）の支出について　（令和2年5月分）
5,808

環境局 中部環境事業センター 令和02年06月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（14号～22号）の支出について　（令和2年5月分）
3,011

環境局 中部環境事業センター 令和02年06月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（14号～22号）の支出について　（令和2年5月分）
140

環境局 中部環境事業センター 令和02年06月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（14号～22号）の支出について　（令和2年5月分）
2,000

環境局 中部環境事業センター 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 会議・健康診断等用市内出張交通費の支出について(令和２年５月分)
1,500

環境局 中部環境事業センター 令和02年06月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 チューブバンド輪状タイプ購入経費の支出について（廃棄物収集運搬用）
36,630

環境局 中部環境事業センター 令和02年06月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 甲種防火管理新規講習受講料の支出について（安全衛生用）
8,000
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環境局 中部環境事業センター 令和02年06月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 特定建築物立入検査通知等に係る郵便切手の購入経費の支出について（減量指導事務用）
54,600

環境局 中部環境事業センター 令和02年06月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 危険物取扱者養成講習の受講にかかる費用の支出について（安全衛生用）
12,900

環境局 中部環境事業センター 令和02年06月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について　令和２年５月分
587,940

環境局 中部環境事業センター 令和02年06月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 事業用　中部環境事業センター電気代（５月分）の支出について
436,020

環境局 中部環境事業センター 令和02年06月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 危険物取扱者養成講習の受講にかかる費用の支出について（安全衛生用）
660

環境局 中部環境事業センター 令和02年06月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 危険物取扱者養成講習の受講にかかる費用の支出について（安全衛生用）
37,500

環境局 中部環境事業センター 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　令和２年５月分
716,100

環境局 中部環境事業センター 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料(庁舎管理用)の支出について　令和２年５月分
324,060

環境局 中部環境事業センター 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道料（廃棄物収集運搬車用）の支出について令和２年６月分
5,384

環境局 中部環境事業センター 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用経費（車両洗車用）の支出について（６月分）
24,480

環境局 中部環境事業センター 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用経費（庁舎管理用）の支出について（５月分）
160,600

環境局 中部環境事業センター 令和02年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（５月分）
587,940

環境局 中部環境事業センター 令和02年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　中部環境事業センター出張所電気代（５月分）の支出について
966,965

環境局 西部環境事業センター 令和02年06月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 施設用　西部環境事業センター電気代5月分（4月使用分）の支出について
329,505

環境局 西部環境事業センター 令和02年06月12日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
5,990

環境局 西部環境事業センター 令和02年06月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
5,032

環境局 西部環境事業センター 令和02年06月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
814

環境局 西部環境事業センター 令和02年06月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
822

環境局 西部環境事業センター 令和02年06月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 令和２年度 西部環境事業センター内警備業務委託料（庁舎管理用）の支出について（４月分）
789,433

環境局 西部環境事業センター 令和02年06月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
750

環境局 西部環境事業センター 令和02年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費（事務連絡用等）の支出について（５月分）
390

環境局 西部環境事業センター 令和02年06月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 危険物取扱者養成講習受講（講習費用及びテキスト代金等）の支出について
17,200

環境局 西部環境事業センター 令和02年06月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（５月分）
587,940

環境局 西部環境事業センター 令和02年06月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 危険物取扱者養成講習受講（講習費用及びテキスト代金等）の支出について
1,320

環境局 西部環境事業センター 令和02年06月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 危険物取扱者養成講習受講（講習費用及びテキスト代金等）の支出について
50,000

環境局 西部環境事業センター 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料金（施設用）の支出について（5月分）
131,890

環境局 西部環境事業センター 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金（施設及び清掃用）6月分(5月使用分)の支出について
18,551

環境局 西部環境事業センター 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 令和２年度 西部環境事業センター内警備業務委託料（庁舎管理用）の支出について（５月分）
789,433

環境局 東部環境事業センター 令和02年06月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　東部環境事業センター電気代（４月分）の支出について
307,622

環境局 東部環境事業センター 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 危険物取扱者養成講習受講経費の支出について（安全衛生用）
12,900

環境局 東部環境事業センター 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 危険物取扱者養成講習受講経費の支出について（安全衛生用）
37,500

環境局 東部環境事業センター 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張旅費の支出について（５月分）
1,550

環境局 東部環境事業センター 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料の支出について（車両洗車用）６月分
21,939

環境局 東部環境事業センター 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料の支出について（庁舎管理用）５月分
287,166

環境局 東部環境事業センター 令和02年06月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
4,247

環境局 東部環境事業センター 令和02年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
1,485

環境局 東部環境事業センター 令和02年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
5,286

環境局 東部環境事業センター 令和02年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
2,750

環境局 東部環境事業センター 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（廃棄物処理事業用）の買入経費の支出について（５月分）
716,100

環境局 西南環境事業センター 令和02年06月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　西南環境事業センター電気代（４月分）の支出について
427,159

環境局 西南環境事業センター 令和02年06月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（５月分）
360

環境局 西南環境事業センター 令和02年06月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（5月分）
26,889

環境局 西南環境事業センター 令和02年06月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（5月分）
1,120

環境局 西南環境事業センター 令和02年06月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（5月分）
332

環境局 西南環境事業センター 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 危険物取扱者養成講習の受講料の支出について（安全衛生用）
17,200

環境局 西南環境事業センター 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 危険物取扱者養成講習の受講料の支出について（安全衛生用）
660

環境局 西南環境事業センター 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 危険物取扱者養成講習の受講料の支出について（安全衛生用）
50,000
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環境局 西南環境事業センター 令和02年06月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　西南環境事業センター電気代（５月分）の支出について
425,813

環境局 西南環境事業センター 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道料金の支出について（庁舎管理用）５月分
243,886

環境局 西南環境事業センター 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道料金の経費支出について（庁舎管理用）６月分
10,994

環境局 西南環境事業センター 令和02年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）５月分
1,763,820

環境局 西南環境事業センター 令和02年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）５月分
716,100

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用軽自動車継続検査手数料の支出について（６月分・車両継続検査申請用）
19,800

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月02日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 【庁舎管理用】南部環境事業センター電気代（４月分）の支出について
488,231

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月02日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用自動車検査登録印紙購入経費の支出について（６月分・車両継続検査申請用）
39,600

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月02日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 塵芥収集自動車用重量税印紙購入経費の支出について（６月分・車両継続検査申請用）
1,168,500

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託（概算契約）の経費支出について（４月分・自動車整備用）
9,350

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｂ）購入経費の支出について(４月分）［自動車整備用］
153,517

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 【廃棄物収集輸送用】揮発油買入経費の支出について（４月分）
835,450

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｂ）購入経費の支出について（４月分）［自動車整備用］
108,444

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月09日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｄ）購入経費の支出について（４月分）［自動車整備用］
1,426,341

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月09日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（マツダ車・胞衣）法定点検整備に係る経費の支出について（自動車整備用）
72,050

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 【事務連絡用】市内出張交通費の支出について（４月分）
1,440

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用バッテリーの概算買入経費の支出について（自動車整備用）[４月分]
58,311

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ｂ）（１４５Ｒ１２－８ＰＲ）の購入経費の支出について（４月分）［自動車整備用］
77,000

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｄ）購入経費の支出について（４月分）［自動車整備用］
128,810

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（５月分）
5,004

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ａ）（２０５／８５Ｒ１６）の購入経費の支出について（４月分）［自動車整備用］
478,500

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(４月分)［自動車整備用］
454,286

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の経費支出について（５月分）
84

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の経費支出について（５月分）
1,543

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の経費支出について（５月分）
2,200

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の経費支出について（５月分）
5,220

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（５月分）
4,224

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｃ）購入経費の支出について（４月分）［自動車整備用］
262,460

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用ラジエーターの概算買入経費の支出について（じん芥収集自動車用）（４月分）
53,900

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品(Ａ)購入経費の支出について(４月分)［自動車整備用］
22,770

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｈ）購入経費の支出について（４月分）［自動車整備用］
44,766

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｅ）購入経費の支出について（４月分）［自動車整備用］
31,343

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｉ）購入経費の支出について（４月分）［自動車整備用］
680,845

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｆ）購入経費の支出について（４月分）［自動車整備用］
768,911

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｃ）購入経費の支出について（４月分）［自動車整備用］
969,232

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 【事務連絡用】市内出張交通費の支出について（５月分）
1,980

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ブレーキオイルの買入に係る経費の支出について（自動車整備用）
96,800

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ＭＡＧ用延長ケーブル買入経費の支出について（自動車整備用）
27,280

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（日産車）法定点検整備に係る経費の支出について（自動車整備用）５月分
385,000

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ディーゼルエンジンオイル（上半期）の概算買入について（５月分・自動車整備用）
220,220

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガソリンエンジンオイル（上半期）の概算買入について（５月分・自動車整備用）
63,800

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 酸素ガスほか３点（概算契約）の購入経費の支出について（４月分・自動車整備用）
207,240

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（日産車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（自動車整備用）６月分
34,200

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（ライトバン）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（自動車整備用）６月分
31,000

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（いすゞ車・マツダ車・三菱車・日野リフト車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（自動車整備用）６月分
91,200

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 【庁舎管理用】下水道の利用料金の支出について（５月分）
72,483

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 【庁舎管理用】工業用水道の利用料金の支出について(６月分)
16,010
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環境局 南部環境事業センター 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 【安全衛生用】危険物取扱者養成講習受講手数料の支出について
8,600

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 【廃棄物収集輸送用】軽油買入経費の支出について（５月分）
1,371,860

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 【安全衛生用】危険物取扱者養成講習受講手数料の支出について
660

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託（概算契約）の経費支出について（５月分・自動車整備用）
8,624

環境局 南部環境事業センター 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 【安全衛生用】危険物取扱者養成講習受講手数料の支出について
25,000

環境局 東南環境事業センター 令和02年06月16日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
6,234

環境局 東南環境事業センター 令和02年06月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
13,446

環境局 東南環境事業センター 令和02年06月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
9,240

環境局 東南環境事業センター 令和02年06月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
1,150

環境局 東南環境事業センター 令和02年06月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 危険物取扱者養成講習受講料及び試験手数料の支出について（安全衛生用）
12,900

環境局 東南環境事業センター 令和02年06月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 危険物取扱者養成講習受講料及び試験手数料の支出について（安全衛生用）
1,100

環境局 東南環境事業センター 令和02年06月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 危険物取扱者養成講習受講料及び試験手数料の支出について（安全衛生用）
37,500

環境局 東南環境事業センター 令和02年06月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用令和２年５月分）の支出について
884

環境局 東南環境事業センター 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自転車および防犯登録（廃棄物処理事業用）購入経費の支出について
21,120

環境局 東南環境事業センター 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（令和２年５月分）
1,175,880

環境局 東南環境事業センター 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 自転車および防犯登録（廃棄物処理事業用）購入経費の支出について
600

環境局 東南環境事業センター 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（令和２年５月分）
716,100

環境局 東南環境事業センター 令和02年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（東南環境事業センター用）の支出について（令和２年５月分）
22,070

環境局 東南環境事業センター 令和02年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 電気使用料金（東南環境事業センター庁舎用）の支出について（令和２年５月分）
427,022

環境局 東南環境事業センター 令和02年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（東南環境事業センター用）の支出について（令和２年５月分）
23,373

環境局 一般廃棄物指導課 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 ＦＡＸ使用経費（工場振替連絡用）の支出について（４－５月分）
1,045

環境局 一般廃棄物指導課 令和02年06月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　印刷製本費 令和2年度　「食べ残しゼロ推進店舗」登録制度周知リーフレット印刷にかかる経費の支出について（排出事業者啓発用）
59,400

環境局 一般廃棄物指導課 令和02年06月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 令和２年度資源ごみ等搬送業務委託の実施に係る経費の支出について（許可業者搬入用４月分）
60,500

環境局 一般廃棄物指導課 令和02年06月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 令和２年度資源ごみ等搬送業務委託の実施に係る経費の支出について（許可業者搬入用４月分）
2,215,741

環境局 一般廃棄物指導課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　其他委員等旅費 市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）（排出事業者啓発指導用）
740

環境局 一般廃棄物指導課 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　印刷製本費 納入通知書OCR用紙印影印刷の実施について（一般廃棄物処理手数料納入用）
8,662

環境局 一般廃棄物指導課 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 搬入票発行・作業対象名簿管理システム用機器一式長期借入の実施及び同所要経費の支出について（許可業者管理用５月分）
113,190

環境局 一般廃棄物指導課 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 令和２年度　搬入票発行・作業対象名簿管理システム運用・保守業務委託の実施にかかる経費の支出について（許可業者管理用５月分）
150,040

環境局 一般廃棄物指導課 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 令和２年度資源ごみ等搬送業務委託の実施に係る経費の支出について（許可業者搬入用５月分）
2,215,739

環境局 一般廃棄物指導課 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 令和２年度資源ごみ等搬送業務委託の実施に係る経費の支出について（許可業者搬入用５月分）
60,500

環境局 一般廃棄物指導課 令和02年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務用／令和２年５月分）
5,370

環境局 一般廃棄物指導課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 再生利用業指定にかかる現地調査における管外出張旅費の支出について（事務連絡用）
2,920

環境局 一般廃棄物指導課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 搬入先及び搬入回数指示書交付等後納郵便料金５月分の支出について（規制指導用・許可事務用）
48,726

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月02日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西南方面中継地）にかかる４月分費用の支出について（資源化事業用）
6,963,294

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月02日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東北方面中継地）にかかる４月分費用の支出について（資源化事業用）
4,905,166

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月02日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装プラスチック異物除去等業務委託（東淀中継施設）にかかる４月分経費の支出について（資源化事業用）
5,317,400

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月02日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西北方面中継地）にかかる４月分費用の支出について（資源化事業用）
6,875,484

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月02日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（鶴見中継地）にかかる４月分費用の支出について（資源化事業用）
8,048,739

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月02日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装プラスチック異物除去等業務委託（西淀・舞洲中継施設）にかかる４月分経費の支出について（資源化事業用）
10,258,359

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 使用済み乾電池・蛍光灯管の処理及び再資源化用業務委託料（４月分）の支出について（資源化事業用）
866,954

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 不法投棄された特定家庭用機器廃棄物（エアコン、テレビ、洗濯機・衣類乾燥機）における再商品化業務委託（４月分）に係る経費の支出について（廃家電再商品化事業用）
142,890

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(令和２年５月分)
18,106

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用電気料金の支出について（令和２年４月分）
389,963

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（令和２年４月分）
8,672

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（令和２年４月分）
16,688

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（令和２年４月分）
4,273

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 令和２年度　不法投棄された特定家庭用機器廃棄物（冷蔵庫・冷凍庫）における再商品化業務委託（５月分）に係る経費の支出について（廃家電再商品化事業用）
145,090
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環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市古紙・衣類収集運搬及び再資源化業務委託（北区・都島区）（その２）経費の支出について（古紙・衣類収集輸送及び再資源化用）５月分
2,841,667

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（業務委託に係る立入検査）
4,700

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装プラスチック異物除去等業務委託（平野中継施設）にかかる４月分経費の支出について（資源化事業用）
7,480,550

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 令和２年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ業務委託（５月分）にかかる経費の支出について（容器包装プラスチック中継施設運営用）
21,450

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東南方面中継地）にかかる４月分費用の支出について（資源化事業用）
8,204,157

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 ショベルローダー（環境局）長期借入（５月分）に係る経費の支出について（資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用）
735,350

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 ショベルローダー（環境局）長期借入（５月分）に係る経費の支出について（資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用）
735,350

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 容器包装プラスチック搬入高速道路料金使用料（容器包装プラスチック収集作業用）の支出について（４月分）
550,180

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市古紙・衣類収集運搬及び再資源化業務委託（西区・港区・大正区）にかかる経費の支出について（古紙・衣類収集運搬輸送及び再資源化用）（５月分）
7,700,000

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 下水道水道料（令和２年５月分）の支出について（西南方面中継地運営管理用）
19,228

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（令和２年５月分）
9,679

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（令和２年５月分）
23,894

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 工業用水道料（令和２年６月分）の支出について（西南方面中継地運営管理用）
16,307

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用電気料金の支出について（令和２年５月分）
340,102

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（令和２年５月分）
6,044

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 廃乾電池の搬送経費（第１回）の支出について（拠点回収事業用）
688,033

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市資源ごみ・容器包装プラスチック収集業務委託（北区・都島区）長期継続（資源ごみ・容器包装プラスチック収集輸送用）の支出について（５月分）
4,697,917

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市資源ごみ・容器包装プラスチック収集業務委託（西区・港区・大正区）長期継続（資源ごみ・容器包装プラスチック収集輸送用）の支出について（５月分）
6,049,691

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市資源ごみ・容器包装プラスチック収集業務委託（西区・港区・大正区）長期継続（資源ごみ・容器包装プラスチック収集輸送用）の支出について（５月分）
6,049,691

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市資源ごみ・容器包装プラスチック収集業務委託（平野区）長期継続（資源ごみ・容器包装プラスチック収集輸送用）の支出について（５月分）
7,381,000

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市資源ごみ・容器包装プラスチック収集業務委託（北区・都島区）長期継続（資源ごみ・容器包装プラスチック収集輸送用）の支出について（５月分）
4,697,916

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市資源ごみ・容器包装プラスチック収集業務委託（平野区）長期継続（資源ごみ・容器包装プラスチック収集輸送用）の支出について（５月分）
7,381,000

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（業務委託に係る立入検査）
5,000

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（鶴見中継地）にかかる５月分費用の支出について（資源化事業用）
8,862,843

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装プラスチック異物除去等業務委託（西淀・舞洲中継施設）にかかる５月分経費の支出について（資源化事業用）
10,681,420

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装プラスチック異物除去等業務委託（鶴見中継施設）にかかる５月分経費の支出について（資源化事業用）
8,370,261

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 使用済み乾電池・蛍光灯管の処理及び再資源化用業務委託料（５月分）の支出について（資源化事業用）
1,023,088

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東北方面中継地）にかかる５月分費用の支出について（資源化事業用）
5,101,215

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西南方面中継地）にかかる５月分費用の支出について（資源化事業用）
7,425,749

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装プラスチック異物除去等業務委託（東淀中継施設）にかかる５月分経費の支出について（資源化事業用）
5,426,520

環境局 家庭ごみ減量課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西北方面中継地）にかかる５月分費用の支出について（資源化事業用）
7,568,946

環境局 総務課 令和02年06月05日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 電子調達システム用トナーカートリッジほか１点の買入及び同経費の支出について
53,328

環境局 総務課 令和02年06月15日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 大阪市環境局クラウド型ごみ分別アプリサービス提供業務経費の支出について（令和２年５月分）
11,000

環境局 総務課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
1,034

環境局 総務課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
8,580

環境局 総務課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
1,016

環境局 総務課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
1,040

環境局 総務課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
280

環境局 総務課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策の適切な実施のための国あっせんマスクの購入並びに配付事務にかかる経費の支出について
347,072

環境局 総務課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
4,200

環境局 総務課 令和02年06月19日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 環境局文書逓送業務委託経費の支出について（文書逓送用）（令和２年４月分）
452,760

環境局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 事務連絡用・計理事務用市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
6,480

環境局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 事務連絡用・計理事務用市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
2,098

環境局 総務課 令和02年06月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス自転車置場使用にかかる経費の支出について（庁舎管理用）令和２年６月分
4,000

環境局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（環境局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（一般事務用）（令和２年５月分）
569,494

環境局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（環境局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（一般事務用）（令和２年５月分）
2,504,717

環境局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（環境局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（一般事務用）（令和２年５月分）
54,285
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環境局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 令和２年度環境局阿倍野庁舎電気・水道料金（庁舎管理用）の支出について（令和２年５月分）
8,967

環境局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 令和２年度環境局阿倍野庁舎電気・水道料金（庁舎管理用）の支出について（令和２年５月分）
351,485

環境局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局阿倍野庁舎事務室等賃貸料（庁舎管理用）の支出について（令和２年７月分）
16,697,560

環境局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス地下駐車場の賃貸料（庁舎管理用）の支出について（令和２年７月分）
55,000

環境局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス地下駐車場の賃貸料（庁舎管理用）の支出について（令和２年７月分）
121,000

環境局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局防災行政無線設置場所の賃貸料（庁舎管理用）の支出について（令和２年７月分）
97,100

環境局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（令和２年５月分）
2,474

環境局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス回線使用料の支出について（一般事務用）（令和２年５月分）
78,375

環境局 企画課 令和02年06月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ごみ収集車両運行管理システムサービス提供業務委託（長期継続）経費（家庭系ごみ収集輸送事業用）の支出について（令和２年５月分）
2,360,920

環境局 企画課 令和02年06月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 一般事務用市内等出張交通費の支出について（令和２年５月分）
5,300

環境局 職員課 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（０２－０６）の支出について（渉外事故関係業務用）
27,720

環境局 職員課 令和02年06月12日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 庁内端末用プリンタトナーカートリッジの購入経費の支出について(一般事務用)
43,395

環境局 職員課 令和02年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（０２－０７）の支出について（渉外事故関係業務用）
768,140

環境局 職員課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 麦わら帽子の購入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
23,782

環境局 施設管理課 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 管路輸送事業用　電話通話料の支出について（４月分）
9,229

環境局 施設管理課 令和02年06月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支払いについて（令和２年５月分）
740

環境局 施設管理課 令和02年06月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 中部環境事業センター給油計量機修繕（施設維持管理用）経費の支出について
256,080

環境局 施設管理課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 東部環境事業センター５階機械室給湯循環ポンプ取替修繕（施設維持管理用）経費の支出について
163,350

環境局 施設管理課 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
3,300

環境局 施設管理課 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
2,060

環境局 施設管理課 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
39,052

環境局 施設管理課 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
3,600

環境局 施設管理課 令和02年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
5,144

環境局 施設管理課 令和02年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局あべのルシアス地下駐車場賃貸料（施設維持管理用）の支出について（令和２年７月）
60,500

環境局 施設管理課 令和02年06月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 クランプメータほか２点買入経費の支出について（南港PT一般廃棄物中継施設管理運営用）
52,140

環境局 施設管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 管路輸送事業用　電話通話料の支出について（５月分）
8,870

環境局 環境施策課 令和02年06月03日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 一般事務用市内等出張交通費の支出について（４月分）
24,887

環境局 環境施策課 令和02年06月19日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（４月分）
23,021

環境局 環境施策課 令和02年06月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 報償費　報償金 令和２年度ポストFITを踏まえた新たな再生可能エネルギー普及方策等調査業務委託公募型プロポーザル選定会議の実施及び同経費の支出について
33,000

環境局 環境施策課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 一般事務用市内等出張交通費の支出について（５月分）
5,303

環境局 環境施策課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（５月分）
1,388

環境局 環境施策課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（５月分）
4,024

都市整備局 建設課 令和02年06月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 南方住宅１号館建設工事　設計業務委託３（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
500,000

都市整備局 建設課 令和02年06月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 新高南住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
443,600

都市整備局 建設課 令和02年06月04日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 浅香第３住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(民間移転・全金)
1,120,000

都市整備局 建設課 令和02年06月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備事業用（５月分）南住吉関連電気料金の支出について
870

都市整備局 建設課 令和02年06月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 新生江住宅３号館建設工事　第２次設計変更　積算設計業務委託(完了金)の支出について(市営住宅整備事業用)
173,800

都市整備局 建設課 令和02年06月09日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　手数料 構造計算適合性判定手数料（放出西住宅7号館昇降路増築工事）の支出について
585,500

都市整備局 建設課 令和02年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 加島第２住宅１号館建設工事　設計業務委託（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
4,040,000

都市整備局 建設課 令和02年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 矢田中住宅4号館建設工事監理業務委託費（完了金）の支出について（市営住宅整備事業用）
2,323,700

都市整備局 建設課 令和02年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 矢田中住宅４号館給水衛生設備工事（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
22,000,000

都市整備局 建設課 令和02年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 矢田中住宅４号館ガス設備工事（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
903,360

都市整備局 建設課 令和02年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 矢田中住宅４号館電気設備工事（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
27,000,000

都市整備局 建設課 令和02年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 矢田中住宅４号館電気設備工事（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
1,868,540

都市整備局 建設課 令和02年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 矢田中住宅４号館給水衛生設備工事（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
1,713,260

都市整備局 建設課 令和02年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 矢田中住宅４号館建設工事（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
60,000,000

都市整備局 建設課 令和02年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 矢田中住宅４号館建設工事（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
34,326,120
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都市整備局 建設課 令和02年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 矢田中住宅４号館ガス設備工事（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
6,000,000

都市整備局 建設課 令和02年06月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 新高南住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(前金)
150,000

都市整備局 建設課 令和02年06月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 新高南住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(前金)
7,650,000

都市整備局 建設課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 市営住宅整備事業用市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
57,342

都市整備局 建設課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 建築工事監理指針　上巻外５点買入経費の支出について（市営住宅整備事業用）
68,519

都市整備局 建設課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　手数料 構造計算適合性判定手数料（長吉長原東第４住宅３９号館建設工事）の支出について
887,600

都市整備局 建設課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 矢田中住宅４号館設備工事監理業務委託（完了金）の支出について（市営住宅整備事業用）
4,402,040

都市整備局 建設課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 千島住宅1号館建設工事　設計業務委託（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
7,960,000

都市整備局 建設課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 建築積算システム用パーソナルコンピュータ等長期借入経費の支出について（５月分）（市営住宅整備事業用）
16,390

都市整備局 建設課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 建築積算システム用サーバー及び周辺機器等長期借入経費の支出について（５月分）（市営住宅整備事業用）
32,890

都市整備局 建設課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 池島住宅４号館建設工事（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
82,000,000

都市整備局 建設課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 池島住宅４号館建設工事（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
86,530,000

都市整備局 建設課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 住道矢田住宅１号館昇降機設備工事費（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
7,480,000

都市整備局 建設課 令和02年06月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備事業用（５月分）南住吉関連ガス料金の支出について
759

都市整備局 建設課 令和02年06月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 市営住宅整備事業用市内出張交通費の支出について（設備５月分）
12,868

都市整備局 建設課 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　其他委員等旅費 市営住宅整備事業用市内出張交通費の支出について（工事５月分）
6,385

都市整備局 建設課 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 市営住宅整備事業用市内出張交通費の支出について（建設設計５月分）
48,650

都市整備局 建設課 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 市営住宅整備事業用市内出張交通費の支出について（工事５月分）
88,433

都市整備局 建設課 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 市営住宅整備事業用コピー代金の支出について（５月分）
46,099

都市整備局 建設課 令和02年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　手数料 構造計算適合性判定手数料（鶴町第６住宅１号館建設工事）の支出について
221,900

都市整備局 建設課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 鶴町住宅外103件防犯灯電気料金（５月分）の支出について（市営住宅整備事業用）
98,282

都市整備局 建設課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費（5月分）の支出について
31,847

都市整備局 建設課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備事業用（６月分）南住吉関連水道料金の支出について
1,540

都市整備局 建設課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 南江口第１住宅１～４号館耐震改修工事設計業務委託（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
2,640,000

都市整備局 建設課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 市営住宅の建替配置基本計画図等作成　設計業務委託（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
3,270,000

都市整備局 建設課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 萩之茶屋第２住宅建替事業実施に伴う移転料の支出について（店舗の自力退去・全金）
557,300

都市整備局 建設課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 新高南住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(前金)
150,000

都市整備局 管理課 令和02年06月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　伝法住宅７～１１号館電気代の支出について（５月分）
390

都市整備局 管理課 令和02年06月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　茨田大宮第２住宅電気代の支出について（５月分）
5,227

都市整備局 管理課 令和02年06月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　高松住宅１号館５月分電気代の支出について
10,094

都市整備局 管理課 令和02年06月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　鶴町第６住宅１から３号館５月分電気代の支出について
135,065

都市整備局 管理課 令和02年06月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　西三国住宅電気代の支出について（５月分）
35,073

都市整備局 管理課 令和02年06月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 市営住宅維持管理用返信用切手購入費の支出について
25,200

都市整備局 管理課 令和02年06月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 大阪市営住宅管理システムにおける通信サービスの提供　長期継続に係る経費の支出について（令和２年４月分）
264,000

都市整備局 管理課 令和02年06月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　其他委員等旅費 市営住宅維持管理用等市内出張等交通費の支出について（４月分）
28,991

都市整備局 管理課 令和02年06月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張等交通費の支出について（４月分）
24,292

都市整備局 管理課 令和02年06月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 使用承認取消通知発送用内容証明料金の支出について（６月分）その１
8,780

都市整備局 管理課 令和02年06月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 高額所得者使用承認取消通知発送用内容証明手数料の支出について
41,800

都市整備局 管理課 令和02年06月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　松崎第２住宅２号館５月分電気代の支出について
35,374

都市整備局 管理課 令和02年06月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　井高野第４住宅電気代の支出について（５月分）
19,693

都市整備局 管理課 令和02年06月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　上新庄住宅電気代の支出について（５月分）
12,138

都市整備局 管理課 令和02年06月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　南津守第２住宅２号館５月分電気代の支出について
48,549

都市整備局 管理課 令和02年06月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　鶴町第２住宅１から４号館５月分電気代の支出について
7,005

都市整備局 管理課 令和02年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　横堤北住宅電気代の支出について（５月分）
15,294

都市整備局 管理課 令和02年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　加美絹木住宅 令和２年５月分の電気代の支出について
24,625

都市整備局 管理課 令和02年06月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（５月分・泉尾第４－１駐車場　駐車場コード9291）
2,786

都市整備局 管理課 令和02年06月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　西宮原住宅電気代の支出について（５月分）
15,923
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都市整備局 管理課 令和02年06月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　木川第３住宅電気代の支出について（５月分）
25,500

都市整備局 管理課 令和02年06月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　浅香南住宅１から３号館他２件５月分電気代の支出について
79,025

都市整備局 管理課 令和02年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用あべのビアレ大阪市営阿倍野第２住宅にかかる管理費の支出について
80,201

都市整備局 管理課 令和02年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　今市住宅電気代の支出について（５月分）
21,132

都市整備局 管理課 令和02年06月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（５月分・長吉六反北－３駐車場　駐車場コード9286）
2,104

都市整備局 管理課 令和02年06月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 市営住宅維持管理用返信用切手購入費の支出について
9,600

都市整備局 管理課 令和02年06月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　矢田南住宅１号館５月分電気代の支出について
90,353

都市整備局 管理課 令和02年06月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　萩之茶屋北住宅１号館５月分電気代の支出について
17,103

都市整備局 管理課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター（分室）電気料金の支出について　５月分
2,125

都市整備局 管理課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用　阿倍野住宅管理センター電気料金の支出について　令和２年５月分
36,537

都市整備局 管理課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（５月分・矢田中－４駐車場　駐車場コード9289）
148

都市整備局 管理課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター電気料金の支出について　５月分
48,212

都市整備局 管理課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 使用承認取消通知発送用内容証明料金の支出について（６月分）その２
153,100

都市整備局 管理課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター管理費の支出について　７月分
267,219

都市整備局 管理課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センターの管理費及び修繕積立金の支出について　６月分
502,442

都市整備局 管理課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター（分室）の管理費及び修繕積立金の支出について　６月分
366,113

都市整備局 管理課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センターの管理費及び修繕積立金の支出について　６月分
157,341

都市整備局 管理課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター（分室）の管理費及び修繕積立金の支出について　６月分
26,530

都市整備局 管理課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター修繕積立金の支出について　７月分
71,259

都市整備局 管理課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　矢田中住宅４号館５月分電気代の支出について
4,300

都市整備局 管理課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　伝法住宅７～１１号館電気代の支出について（５月分）
165

都市整備局 管理課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　矢田中住宅８～１０号館５月分電気代の支出について
37,548

都市整備局 管理課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　東淡路住宅電気代の支出について（５月分）
11,803

都市整備局 管理課 令和02年06月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　山口第２住宅電気代の支出について（５月分）
9,217

都市整備局 管理課 令和02年06月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　池島住宅電気代の支出について（５月分）
36,993

都市整備局 管理課 令和02年06月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　日之出第２住宅電気代の支出について（５月分）
11,106

都市整備局 管理課 令和02年06月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　八幡屋住宅電気代の支出について（５月分）
10,938

都市整備局 管理課 令和02年06月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　南方住宅電気代の支出について（５月分）
156,666

都市整備局 管理課 令和02年06月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　萩之茶屋住宅１号館５月分電気代の支出について
24,628

都市整備局 管理課 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用コピー代金の支出について（令和2年5月分）
24,401

都市整備局 管理課 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 住宅管理センターコピー代金の支出について（令和2年5月分）
19,216

都市整備局 管理課 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 大阪市営住宅管理システムにおける通信サービスの提供　長期継続に係る経費の支出について（令和２年５月分）
264,000

都市整備局 管理課 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　手数料 令和２年６月即決和解申立用貼用印紙代の支出について
48,000

都市整備局 管理課 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 大阪市営住宅徴収金口座振替処理におけるデータ伝送等業務委託にかかる経費の支出について（R2.5月分）
200,889

都市整備局 管理課 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 大阪市営住宅管理システムにおける二要素認証システム保守業務委託に係る経費の支出について（令和２年５月分）
26,400

都市整備局 管理課 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 大阪市営住宅管理システムにおけるバックアップデータの外部保管業務委託　長期継続に係る経費の支出について（令和２年５月分）
11,825

都市整備局 管理課 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市営住宅管理システムサーバ機器等長期借入（再リース）にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
431,860

都市整備局 管理課 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市営住宅管理システム追加ストレージ機器（二要素認証対応）長期借入（再リース）にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
8,140

都市整備局 管理課 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（都市整備局）一式　長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分）
22,623

都市整備局 管理課 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市営住宅情報連携システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
465,300

都市整備局 管理課 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅管理システム端末機器等長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
1,156,760

都市整備局 管理課 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　東喜連第５住宅２号館 令和２年５月分の電気代の支出について
70,780

都市整備局 管理課 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　春日出中第２住宅電気代の支出について（５月分）
10,795

都市整備局 管理課 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　佃第２住宅５月分電気代の支出について
89,573

都市整備局 管理課 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　東喜連第２住宅１号館 令和２年５月分の電気代の支出について
66,756

都市整備局 管理課 令和02年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　日之出第３住宅電気代の支出について（５月分）
20,976

都市整備局 管理課 令和02年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　生江住宅電気代の支出について（５月分）
65,666
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都市整備局 管理課 令和02年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　日之出北住宅電気代の支出について（５月分）
15,230

都市整備局 管理課 令和02年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　酉島住宅電気代の支出について（５月分）
119,418

都市整備局 管理課 令和02年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　日之出住宅電気代の支出について（５月分）
106,716

都市整備局 管理課 令和02年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　福第２住宅電気代の支出について（５月分）
16,113

都市整備局 管理課 令和02年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　福住宅電気代の支出について（５月分）
5,308

都市整備局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　中島住宅電気代の支出について（５月分）
2,516

都市整備局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　飛鳥西住宅電気代の支出について（５月分）
58,536

都市整備局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　神崎橋住宅電気代の支出について（５月分）
33,089

都市整備局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　北喜連住宅２号館５月分の電気代の支出について
6,272

都市整備局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　出城東住宅１、２号館５月分電気代の支出について
37,260

都市整備局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　加島住宅電気代の支出について（５月分）
120

都市整備局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　新浪速第２住宅３号館５月分電気代の支出について
26,315

都市整備局 管理課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　飛鳥住宅電気代の支出について（５月分）
64,935

都市整備局 管理課 令和02年06月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　福第２住宅電気代の支出について（４月６日廃止分）
10,361

都市整備局 管理課 令和02年06月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　矢田南住宅１号館４月分電気代の支出について
82,200

都市整備局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報償費　報償金 相続財産管理人選任申立にかかる弁護士報酬の支出について
55,000

都市整備局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　其他委員等旅費 市営住宅維持管理用等市内出張等交通費の支出について（５月分）
28,195

都市整備局 管理課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張等交通費の支出について（５月分）
15,646

都市整備局 保全整備課 令和02年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用市内出張交通費の支出について（５月分）
12,872

都市整備局 保全整備課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用　改訂56版　建設工事標準歩掛外５点の買入費用の支出について
36,480

都市整備局 保全整備課 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用コピー代金（５月分）の支出について
25,729

都市整備局 保全整備課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　横堤第１住宅１号館外壁改修その他工事費の支出について（中間前払い）
26,370,000

都市整備局 公共建築課 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　新巽中学校プール設置その他工事第2次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
341,000

都市整備局 公共建築課 令和02年06月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　平林小学校プール設置その他衛生設備工事費の支出について（前払金）
8,040,000

都市整備局 公共建築課 令和02年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　本庄中学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（完了金）
913,000

都市整備局 公共建築課 令和02年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　真田山小学校増築その他ガス設備工事費の支出について（その１工事・一部完成金）
123,800

都市整備局 公共建築課 令和02年06月05日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 工事請負費　新規工事費 文化振興用　（仮称）大阪新美術館建設機械設備工事費の支出について（前払金）
348,160,000

都市整備局 公共建築課 令和02年06月05日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 工事請負費　新規工事費 文化振興用　（仮称）大阪新美術館建設工事費の支出について（第２回部分払金）
388,260,000

都市整備局 公共建築課 令和02年06月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎建設用　複写機経費の支出について（令和２年４月分）
48,041

都市整備局 公共建築課 令和02年06月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　佃西小学校増築その他工事設計業務委託費の支出について（前払金）
4,450,000

都市整備局 公共建築課 令和02年06月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　中野小学校増築その他工事費の支出について（第１回部分払金）
133,700,000

都市整備局 公共建築課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 工事請負費　新規工事費 危機管理対策用　防災行政無線設備同報系システムデジタル化整備工事費の支出について（前払金）
660,680,000

都市整備局 公共建築課 令和02年06月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　堀江小学校増築その他工事設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
627,000

都市整備局 公共建築課 令和02年06月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　湯里小学校プール設置その他衛生設備工事費の支出について（前払金）
4,700,000

都市整備局 公共建築課 令和02年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　阪南中学校増築その他工事設計業務委託費の支出について（前払金）
5,080,000

都市整備局 公共建築課 令和02年06月11日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 工事請負費　新規工事費 文化振興用　（仮称）大阪新美術館建設電気設備工事費の支出について（前払金）
145,210,000

都市整備局 公共建築課 令和02年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　其他委員等旅費 校舎建設用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（令和２年４月分）の支出について
4,720

都市整備局 公共建築課 令和02年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 校舎建設用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（令和２年４月分）の支出について
2,106

都市整備局 公共建築課 令和02年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用　マイクロ写真リーダープリンター長期借入の支出について（令和２年５月分）
51,700

都市整備局 公共建築課 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 校舎建設用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（令和２年４月分）の支出について
165,029

都市整備局 公共建築課 令和02年06月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報償費　報償金 建築計画調査事務用　令和２年度第２回都市整備局契約事務評価会議委員報償金の支出について
50,060

都市整備局 公共建築課 令和02年06月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 白鷺中学校　回線工事費の支出について
2,200

都市整備局 公共建築課 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　本庄中学校増築その他電気設備工事費の支出について（完成金）
224,400

都市整備局 公共建築課 令和02年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　本庄中学校増築その他電気設備工事費の支出について（完成金）
646,733

都市整備局 公共建築課 令和02年06月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎建設用　複写機経費の支出について（令和２年５月分）
107,888

都市整備局 公共建築課 令和02年06月23日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 委託料　委託料 消防施設用　西成消防署津守出張所新築工事監理業務委託費の支出について（第1回部分払金）
2,036,000

都市整備局 公共建築課 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　西淡路小学校増築その他工事積算設計業務委託－２にかかる経費の支出について（完了金）
432,300
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都市整備局 公共建築課 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　三国中学校増築その他工事積算設計業務委託－２にかかる経費の支出について（完了金）
875,600

都市整備局 公共建築課 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　長吉中学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第1回部分払金）
2,605,000

都市整備局 公共建築課 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　今福小学校昇降機棟増築その他工事監理業務委託費の支出について（第1回部分払金）
1,450,000

都市整備局 公共建築課 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　中大江小学校増築その他工事第２次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
874,500

都市整備局 公共建築課 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　小中一貫校（中之島西部地域）整備工事設計(建築・設備)業務委託費の支出について（前払金）
40,920,000

都市整備局 公共建築課 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　本庄中学校増築その他衛生設備工事費の支出について（完成金）
130,000

都市整備局 公共建築課 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　白鷺中学校増築その他機械設備工事費の支出について（前払金）
18,230,000

都市整備局 公共建築課 令和02年06月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　吉野小学校増築その他機械設備工事費の支出について（前払金）
13,030,000

都市整備局 公共建築課 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　開平小学校増築その他昇降機設備工事費の支出について（前払金）
4,420,000

都市整備局 公共建築課 令和02年06月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 工事請負費　新規工事費 文化振興用　（仮称）大阪新美術館建設工事費の支出について（前払金）
1,319,400,000

都市整備局 公共建築課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　湯里小学校プール設置その他工事第２次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
209,000

都市整備局 公共建築課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園用　大阪城公園(修道館横)外1件便所新築工事設計(建築・設備)業務委託－2にかかる経費の支出について（前払金）
470,000

都市整備局 ファシリティマネジメント課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 ESCO事業市内出張交通費（令和2年4月分）の支出について
481

都市整備局 ファシリティマネジメント課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 ESCO事業市内出張交通費（令和2年4月分）の支出について
481

都市整備局 ファシリティマネジメント課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 ESCO事業市内出張交通費（令和2年4月分）の支出について
481

都市整備局 ファシリティマネジメント課 令和02年06月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 ESCO事業市内出張交通費（令和2年4月分）の支出について
481

都市整備局 ファシリティマネジメント課 令和02年06月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　手数料 研修認定会議認定講習会　令和2年度エネルギー管理講習「新規講習」にかかる受講料の支出について
152

都市整備局 ファシリティマネジメント課 令和02年06月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　会費 研修認定会議認定講習会　令和2年度エネルギー管理講習「新規講習」にかかる受講料の支出について
17,100

都市整備局 ファシリティマネジメント課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和2年度ESCO事業提案評価会議（第1回）にかかる経費の支出について
16,500

都市整備局 ファシリティマネジメント課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和2年度ESCO事業提案評価会議（第1回）にかかる経費の支出について
16,500

都市整備局 ファシリティマネジメント課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和2年度ESCO事業提案評価会議（第1回）にかかる経費の支出について
16,500

都市整備局 ファシリティマネジメント課 令和02年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 報償費　報償金 令和2年度ESCO事業提案評価会議（第1回）にかかる経費の支出について
16,500

都市整備局 施設整備課 令和02年06月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 施設整備課事務室電話使用料の支出について（令和２年４月分）
58,658

都市整備局 施設整備課 令和02年06月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費（令和２年４月分）の支出について
22,565

都市整備局 施設整備課 令和02年06月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費（令和２年４月分）の支出について
78,566

都市整備局 施設整備課 令和02年06月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大隅東小学校長寿命化改修電気設備工事費の支出について（前払金）
6,120,000

都市整備局 施設整備課 令和02年06月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東井高野小学校長寿命化改修電気設備工事費の支出について（前払金）
6,220,000

都市整備局 施設整備課 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 市岡東中学校長寿命化改修工事費の支出について（工事前払金）
96,280,000

都市整備局 施設整備課 令和02年06月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報償費　報償金 第３回市設建築物整備保全業務実施事業者選定評価会議委員報酬及び交通費の支出について
62,960

都市整備局 施設整備課 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 市岡東中学校長寿命化改修機械設備工事費の支出について（工事前払金）
9,950,000

都市整備局 施設整備課 令和02年06月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長吉出戸小学校長寿命化改修その他機械設備工事費の支出について（工事前払金）
5,310,000

都市整備局 施設整備課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用Ａ２版対応インクジェットプリンター　長期借入（施設整備課）費用の支出について（令和２年５月分）
8,250

都市整備局 施設整備課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用マイクロ写真リーダープリンター　長期借入（施設整備課）費用の支出について（令和２年５月分）
76,450

都市整備局 施設整備課 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用共用室コピー代金の支出について（令和２年５月分）
4,405

都市整備局 施設整備課 令和02年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用執務室コピー代金の支出について（令和２年５月分）
36,186

都市整備局 施設整備課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費（令和２年５月分）の支出について
2,984

都市整備局 施設整備課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 住宅総務事務用令和２年度施設整備課事務室機械警備業務委託の支出について（令和２年４月分）
6,380

都市整備局 施設整備課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費（令和２年５月分）の支出について
56,647

都市整備局 施設整備課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 企画部施設整備課事務室電気使用料の支出について（令和２年５月分）
63,902

都市整備局 施設整備課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 施設整備課事務室電話使用料の支出について（令和２年５月分）
48,360

都市整備局 施設整備課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 令和２年度企画部施設整備課執務室管理費等の支出について（令和2年7月分）
479,884

都市整備局 施設整備課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 住宅総務事務用令和２年度施設整備課事務室機械警備業務委託の支出について（令和２年５月分）
6,380

都市整備局 施設整備課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度企画部施設整備課執務室管理費等の支出について（令和2年7月分）
143,758

都市整備局 住宅政策課 令和02年06月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅管理事業用住まい情報センター管理運営システムにおけるインターネット接続サービスの提供に係る通信運搬費の支出について（令和2年4月分）
38,500

都市整備局 住宅政策課 令和02年06月09日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 まちなみ環境事業用市内出張等にかかる旅費の支出について（４月分）
520

都市整備局 住宅政策課 令和02年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅管理事業用住まい情報センター等建物管理費（分担金）の支出について（令和2年6月分）
6,450,362

都市整備局 住宅政策課 令和02年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度等にかかる補助申請確認業務委託に係る郵便料の支出について（令和２年４月）
70,958
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都市整備局 住宅政策課 令和02年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度等にかかる補助申請確認等業務委託　長期継続の経費の支出について（4月分）
4,340,600

都市整備局 住宅政策課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 住宅管理事業用住まい情報センター管理運営システム用機器長期借入にかかる使用料の支出について（令和2年5月分）
436,480

都市整備局 住宅政策課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　印刷製本費 大阪市子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業周知用リーフレットの印刷の支出について
82,500

都市整備局 住宅政策課 令和02年06月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用　市内出張交通費旅費（５月分）の支出について
4,632

都市整備局 住宅政策課 令和02年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等市内・近接地出張旅費の支出について（令和２年５月分住宅政策グループ）
3,348

都市整備局 住宅政策課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅管理事業用住まい情報センター管理運営システムにおけるインターネット接続サービスの提供に係る通信運搬費の支出について（令和2年5月分）
38,500

都市整備局 安心居住課 令和02年06月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 民間住宅助成事業用コピー代金にかかる支出について（５月分）
46,579

都市整備局 総務課 令和02年06月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　印刷製本費 設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（４月発注分）
20,124

都市整備局 総務課 令和02年06月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（４月発注分）
9,976

都市整備局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
520

都市整備局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
520

都市整備局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
520

都市整備局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
520

都市整備局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
14,812

都市整備局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（４月分）
10,450

都市整備局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
750

都市整備局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 原材料費　工事材料費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
8,639

都市整備局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用　市内出張（近接地含む）にかかる旅費の支出について（新規採用者４月分）
7,502

都市整備局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張（近接地含む）にかかる旅費の支出について（4月分）
2,476

都市整備局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張（近接地含む）にかかる旅費の支出について（4月分）
5,562

都市整備局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
13,868

都市整備局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
84

都市整備局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（４月分）
20,900

都市整備局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
224

都市整備局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張（近接地含む）にかかる旅費の支出について（4月分）
5,873

都市整備局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　印刷製本費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
34,040

都市整備局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　印刷製本費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
18,780

都市整備局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
384

都市整備局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
84

都市整備局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　手数料 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
1,000

都市整備局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
84

都市整備局 総務課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
2,810

都市整備局 総務課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 住宅総務事務用令和２年度大阪駅前第１ビル倉庫管理費及び修繕積立金の支出について（６月分）
304,415

都市整備局 総務課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
33,722

都市整備局 総務課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅総務事務用令和２年度大阪駅前第１ビル倉庫管理費及び修繕積立金の支出について（６月分）
151,076

都市整備局 総務課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
11,240

都市整備局 総務課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
81,493

都市整備局 総務課 令和02年06月24日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 コンパクトデジタル複合機長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（５月分）
18,810

都市整備局 総務課 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 住宅総務事務用都市整備局事業所間文書逓送業務委託　長期継続委託料の支払いについて（５月分）
98,802

都市整備局 総務課 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 コンパクトデジタル複合機長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（５月分）
31,350

都市整備局 総務課 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 コンパクトデジタル複合機長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（５月分）
6,270

都市整備局 総務課 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 コンパクトデジタル複合機長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（５月分）
6,270

都市整備局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用タブレット端末モバイル通信サービス経費の支出について（５月分）
11,200

都市整備局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 庁内情報利用パソコン等機器（平成27年度一括調達分）保守業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（４月分）
23,100

都市整備局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金５月分の支払について
11,185

都市整備局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金５月分の支払について
2,488

都市整備局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金５月分の支払について
140
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都市整備局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金５月分の支払について
370,949

都市整備局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金５月分の支払について
19,117

都市整備局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金５月分の支払について
140

都市整備局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金５月分の支払について
1,764

都市整備局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金５月分の支払について
1,450

都市整備局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金５月分の支払について
2,898

都市整備局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金５月分の支払について
702

都市整備局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金５月分の支払について
4,244

都市整備局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
3,063

都市整備局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
18,915

都市整備局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
411,611

都市整備局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
21,827

都市整備局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用電子複写機使用料の支出について（５月分）
12,604

都市整備局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用コピー代金の支出について（５月分）
25,963

都市整備局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 庁内情報利用パソコン等機器（平成27年度一括調達分）保守業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
23,100

都市整備局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
18,919

都市整備局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
11,067

都市整備局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
603,447

都市整備局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
374,194

都市整備局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（平成27年度一括調達分）長期借入（再リース）にかかる経費の支出について（５月分）
3,933

都市整備局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　負担金 大阪市住宅供給公社団体共済部　大阪市負担金の支出について（令和２年度事務費）
1,325,000

都市整備局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　負担金 大阪市住宅供給公社団体共済部　大阪市負担金の支出について（令和２年５月分）
1,849,200

都市整備局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
6,305

都市整備局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
12,610

都市整備局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
12,473

都市整備局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
55,137

都市整備局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
65,483

都市整備局 総務課 令和02年06月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
156,222

都市整備局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（５月分）
10,450

都市整備局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張（近接地含む）にかかる旅費の支出について（5月分）
414

都市整備局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張（近接地含む）にかかる旅費の支出について（5月分）
4,612

都市整備局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張（近接地含む）にかかる旅費の支出について（5月分）
4,920

都市整備局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用　市内出張（近接地含む）にかかる旅費の支出について（新規採用者４月分）
3,420

都市整備局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（５月分）
20,900

都市整備局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張（近接地含む）にかかる旅費の支出について（5月分）
1,440

都市整備局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　印刷製本費 設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（５月発注分）
50,954

都市整備局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（５月発注分）
115,275

都市整備局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（５月発注分）
9,483

都市整備局 区画整理課 令和02年06月05日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用コピー代の支出について（事務所４月分）
75,170

都市整備局 区画整理課 令和02年06月12日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 放出駅前自由通路清掃業務委託　長期継続（令和２年度分）の委託料の支出について（４月分）
189,900

都市整備局 区画整理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　其他委員等旅費 区画整理事業用等市内出張旅費の支出について（令和２年５月分）
1,320

都市整備局 区画整理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張旅費の支出について（令和２年５月分）
8,882

都市整備局 区画整理課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用コピー代の支出について（事務所５月分）
49,977

都市整備局 区画整理課 令和02年06月22日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 補償金算定システム用パーソナルコンピュータ等長期借入に伴う支出について（５月分）
36,795

都市整備局 区画整理課 令和02年06月24日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　燃料費 区画整理事業用ガソリンカード使用料の支出について（４月分）
21,276

都市整備局 区画整理課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（令和2年5月分）
2,620

都市整備局 区画整理課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用コピー代の支出について(本庁５月分)
40,540
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都市整備局 区画整理課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金にかかる経費の支出について（6月5日立替分）
600

都市整備局 区画整理課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金にかかる経費の支出について（6月4日午前立替分）
400

都市整備局 区画整理課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金にかかる経費の支出について（6月1日立替分）
220

都市整備局 区画整理課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金にかかる経費の支出について（6月4日午後立替分）
220

都市整備局 区画整理課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用測量計算CADシステム(都市整備局)長期借入にかかる使用料の支出について（長期契約　令和２年度　令和2年5月分）
302,720

都市整備局 区画整理課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用等公用車ＥＴＣ利用高速道路通行料にかかる使用料の支出について（令和2年4月分）
14,160

都市整備局 区画整理課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用「軽貨物自動車（トラック）　外２件」　長期借入費用の支出について(５月分)
78,760

都市整備局 区画整理課 令和02年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 貨物自動車(バン)長期借入にかかる船車賃借料の支出について（長期契約　令和2年度　令和2年5月分）
82,500

都市整備局 区画整理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用市内出張交通費の支出について（５月分）
7,858

都市整備局 連携事業課 令和02年06月12日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 報償費　報償金 第一回「土地区画整理事業手法活用検討会議」の開催にかかる委員報償金の支出について
49,500

都市整備局 連携事業課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（５月分）
9,214

都市整備局 連携事業課 令和02年06月19日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（５月分）
4,344

都市整備局 連携事業課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（５月分）
520

都市整備局 住環境整備課 令和02年06月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 住環境整備事業用等市内出張等にかかる旅費の支出について（４月分）
18,070

都市整備局 住環境整備課 令和02年06月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張交通費の支出について（４月分）
2,303

都市整備局 住環境整備課 令和02年06月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 住環境整備事業用等市内出張等にかかる旅費の支出について（４月分）
1,836

都市整備局 住環境整備課 令和02年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託　長期継続に係る経費の支出について（令和２年度４月分）
1,951,456

都市整備局 住環境整備課 令和02年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 令和２年度大阪市ブロック塀等撤去促進事業にかかる補助申請確認等業務委託に係る経費の支出について（令和２年度４月分）
540,100

都市整備局 住環境整備課 令和02年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託　長期継続に係る経費の支出について（令和２年度４月分）
1,989,844

都市整備局 住環境整備課 令和02年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　分担金 建築物の耐震化の促進用　大阪建築物震災対策推進協議会令和２年度負担金の支出について
1,860,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について（02-5）
286,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 住環境整備事業用等市内出張等にかかる旅費の支出について（５月分）
6,600

都市整備局 住環境整備課 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 住環境整備事業用等市内出張等にかかる旅費の支出について（５月分）
838

都市整備局 住環境整備課 令和02年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 令和2年度　狭あい道路拡幅促進整備補助金の支出について（R02001）
231,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅３号館共益電気料金の支出について（５月分）
15,437

都市整備局 住環境整備課 令和02年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅４号館共益電気料金の支出について（５月分）
7,762

都市整備局 住環境整備課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張交通費の支出について（５月分）
914

都市整備局 住環境整備課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 デジタル複合機長期借入にかかるコピー代の支出について（５月分）
24,641

都市整備局 住環境整備課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋第６住宅共益電気料金の支出について（５月分）
27,631

都市整備局 住環境整備課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋通住宅共益電気料金の支出について（５月分）
17,000

都市整備局 住環境整備課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 再開発事務用市内出張旅費の支出について（令和２年５月分）
750

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

令和02年06月19日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区管理地の防犯灯における電気使用料の支出について（５月分）
12,544

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

令和02年06月19日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 令和2年度淡路駅周辺地区従前居住者用住宅における電気使用料の支出について（5月分）
39,021

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

令和02年06月23日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 令和2年度淡路土地区画整理事務所にかかる水道代の支出について（５月分）
956

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

令和02年06月23日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建築物等移転補償金の支出について
7,311,982

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

令和02年06月24日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区仮設建物P棟（資材置場）における水道料金の支出について（５月分）
1,551

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

令和02年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 令和2年度淡路土地区画整理事務所にかかる電気使用料の支出について（5月分）
60,026

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用市内出張交通費の支出について（５月分）
684

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年06月01日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　清算交付金 三国東地区土地区画整理事業における換地不交付地となる土地の仮清算金の交付について
1,331,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年06月03日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 三国東地区土地区画整理事業用立退補償金の支出について(後金払）
406,967

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年06月08日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
12,890

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年06月10日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 土地区画整理事業に伴う新三国住宅２号館にかかる電気料金の支出について（令和２年５月分）（納付書１通添付）
21,532

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年06月10日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 土地区画整理事業に伴う街灯（都市整備局所管分）電気料金の支出について（令和２年５月分）（納付書１通添付）
4,024

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年06月15日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
10,222,571

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
16,359,470

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前金払）
1,679,612

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年06月18日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について(前金払）
115,718,085
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都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年06月19日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　清算交付金 三国東地区土地区画整理事業における換地不交付地となる土地の仮清算金の交付について
4,065,500

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年06月22日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
21,172

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年06月22日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
6,820

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年06月22日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
10,215,178

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年06月22日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前金払）
708,269

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年06月23日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 三国東土地区画整理事務所庁舎清掃業務委託　長期継続の委託経費の支出について（令和２年５月分）
84,700

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年06月24日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
260,140

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について(前金払）
6,486,741

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

令和02年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について(前金払）
15,276,752

都市整備局 生野南部事務所 令和02年06月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 生野区南部地区整備事業用小口支払基金資金繰入金の支出について（４月分）
4,158

都市整備局 生野南部事務所 令和02年06月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営生野東住宅共用電気料金の大阪市負担分の支出について（５月分）
59,939

都市整備局 生野南部事務所 令和02年06月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 生野区南部地区整備事業（C-1）地区生野東住宅3号館建設工事　設計業務委託にかかる費用（前払金）の支出について
3,300,000

都市整備局 生野南部事務所 令和02年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 生野区南部地区整備事業用市内出張交通費等の支出について（５月分）
3,800

都市整備局 生野南部事務所 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 生野区南部地区整備事業用複写機消耗品代金の支出について（５月分）
6,915

政策企画室 秘書担当 令和02年06月09日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車（その２）長期借入　（H31.3～R6.11）令和2年4月分
49,500

政策企画室 秘書担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車２台　長期借入（Ｈ30.12～R6.11）令和2年4月分
107,892

政策企画室 秘書担当 令和02年06月12日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 特別職車運行管理業務委託長期継続（概算契約）（H31.3～R4.2）令和2年4月分に係る経費の支出について
1,350,330

政策企画室 秘書担当 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式　長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分）
143,897

政策企画室 秘書担当 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（政策企画室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
16,541

政策企画室 秘書担当 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
166,235

政策企画室 秘書担当 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 モバイルワーク用庁内情報利用パソコン　長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分）
11,770

政策企画室 秘書担当 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
42,885

政策企画室 秘書担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（白黒）の借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
68,323

政策企画室 秘書担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　追録地方自治関係実例判例集（７１０－７２５）外１点買入にかかる経費の支出について
68,717

政策企画室 秘書担当 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
4,046

政策企画室 秘書担当 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
1,964

政策企画室 秘書担当 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
378

政策企画室 秘書担当 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
1,545

政策企画室 秘書担当 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
336

政策企画室 秘書担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 副市長随行東京都出張並びに旅費の支出について（令和２年６月８日）
39,180

政策企画室 秘書担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 副市長東京都出張並びに旅費の支出について（令和２年６月８日）
39,180

政策企画室 秘書担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　食糧費 来客接遇用　むぎ茶ティーバッグの買入にかかる経費の支出について
3,402

政策企画室 秘書担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車２台　長期借入（Ｈ30.12～R6.11）令和2年5月分
107,892

政策企画室 秘書担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用乗用車一式　長期借入（H28.3～R4.2）令和2年5月分
64,210

政策企画室 秘書担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車（その２）長期借入　（H31.3～R6.11）令和2年5月分
49,500

政策企画室 秘書担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 秘書担当業務用　公用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
17,713

政策企画室 秘書担当 令和02年06月29日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 モバイルワーク用　庁内情報端末遠隔操作用回線の役務の提供にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
8,550

政策企画室 秘書担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　燃料費 自動車運行管理用　車両運行に係るガソリン代の支出について（R2.4月分）
11,830

政策企画室 秘書担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 特別職車運行管理業務委託長期継続（概算契約）（H31.3～R4.2）令和2年5月分にかかる経費の支出について
1,262,204

政策企画室 秘書担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 自動車運行管理用　ETC利用高速道路通行料の支出について（R2.4月分）
53,050

政策企画室 政策企画担当 令和02年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 企画部事務用　市内等出張交通費の支出について（４月分）
1,680

政策企画室 政策企画担当 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　特別旅費 指定都市関係事務用　指定都市市長会事務局事務従事職員の帰任旅費にかかる定額移転料を超える実費負担額の支出について
39,100

政策企画室 政策企画担当 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと寄附金のインターネットクレジット等収納業務委託　長期継続（概算契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年５月分）
5,973

政策企画室 政策企画担当 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 ふるさと寄附金のインターネットクレジット等収納業務委託　長期継続（概算契約）にかかる所要経費の支出について（令和２年５月分）
1,100

政策企画室 政策企画担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 負担金、補助及交付金　分担金 市長会関係事務用　令和２年度近畿市長会分担金の支出について
715,000

政策企画室 政策企画担当 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと寄附金インターネットクレジット納付にかかる決済業務委託（JCBブランド）にかかる所要経費の支出について（令和２年４月分）
20,160

政策企画室 政策企画担当 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと寄附金のインターネットクレジット納付にかかる決済業務委託（VISA・MASTERブランド）にかかる所要経費の支出について（令和２年４月分）
18,682
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政策企画室 政策企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 企画部事務用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
684

政策企画室 政策企画担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 企画部事務用　コピー代金等の支出について（令和２年５月分）
51,360

政策企画室 広報担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 広報業務用パソコン回線使用料（NTT）及びインターネットプロバイダー使用料の支出について（４月分）
7,392

政策企画室 広報担当 令和02年06月03日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 令和２年度駅構内設置の掲示板（103駅・1枚掲出用）へのポスター掲出業務委託にかかる経費の支出について（４月分）
52,140

政策企画室 広報担当 令和02年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 報酬　其他委員等報酬 大阪市特別参与（広報関係）の報酬の支払いについて（令和2年4月）
9,000

政策企画室 広報担当 令和02年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 令和２年度　市政広報用映像コンテンツ作成等業務委託にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
126,500

政策企画室 広報担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 令和２年度駅構内設置の掲示板（103駅・1枚掲出用）へのポスター掲出業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
52,140

政策企画室 広報担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 令和２年度駅構内設置の掲示板（22駅・10枚掲出用）へのポスター掲出・チラシ設置業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
96,946

政策企画室 広報担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 令和２年度広報紙（全市情報部分）企画編集業務委託にかかる経費の支出について（令和２年６月号）
343,200

政策企画室 広報担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 広報事務処理パソコン等長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
16,390

政策企画室 広報担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 広報事務処理パソコン等機器類の借入（再リース）にかかる経費の支出について（令和２年5月分）
3,740

政策企画室 広報担当 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 令和２年度広報紙（全市情報部分）点字版製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（令和２年６月号）
223,189

政策企画室 広報担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 令和２年５月分の政策企画室広報担当市内出張交通費の支出について
640

政策企画室 広報担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 政策企画室市民情報部令和２年５月分コピー代金の支出について
29,327

政策企画室 広報担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 広報業務用パソコン回線使用料（NTT）及びインターネットプロバイダー使用料の支出について（５月分）
7,392

政策企画室 報道担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道事務用　インターネットファックス一斉送信サービスの使用にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
547

政策企画室 報道担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　筆耕翻訳料 報道事務用　令和２度市長会見等のテキストデータ作成（４月分）にかかる経費の支出について
74,360

政策企画室 報道担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　令和２年度「日経スマートクリップoffice」モニター利用にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
138,600

政策企画室 報道担当 令和02年06月12日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 報道業務用　市内出張にかかる交通費の支出について（令和２年４月分）
260

政策企画室 報道担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 報道事務用　令和２年度地上デジタル放送の番組録画及び詳細データ提供等業務委託にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
30,800

政策企画室 報道担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　令和２年度「日経スマートクリップoffice」モニター利用にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
138,600

政策企画室 報道担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道事務用　公用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
4,182

政策企画室 報道担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　筆耕翻訳料 報道事務用　令和２度市長会見等のテキストデータ作成（５月分）にかかる経費の支出について
51,122

政策企画室 報道担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道事務用　インターネットプロバイダー利用料の支出について（４月分So-net及び５月分NTT回線利用料）
7,282

政策企画室 広聴担当 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 広聴事務用　市民相談室等窓口設置用パーティション購入経費の支出について
226,820

政策企画室 広聴担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市役所受付案内業務委託にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
419,711

政策企画室 広聴担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 市民の声データベースシステム用機器一式の賃借経費の支出について（令和２年５月分）
78,980

政策企画室 広聴担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 遠隔手話（外国語）通訳用タブレット型端末サービス利用料の支出について（令和2年5月分）
4,070

政策企画室 広聴担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（令和2年5月分）
320

政策企画室 広聴担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 総合コールセンター用　電話回線使用料の支出について（令和２年５月分）
146,676

政策企画室 広聴担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市総合コールセンター運営業務委託にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
11,660,000

政策企画室 東京事務所 令和02年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 東京事務所事務用電話サービス料金にかかる支出について（令和２年４月分）
11,632

政策企画室 東京事務所 令和02年06月08日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 東京事務所事務用　インターネット回線使用料の支出について（令和２年４月分）
46,200

政策企画室 東京事務所 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　LGWAN接続系利用パソコン等機器（政策企画室東京事務所）一式長期借入にかかる支出について（令和２年５月分）
5,474

政策企画室 東京事務所 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（東京事務所）一式　長期借入にかかる支出について（令和２年５月分）
22,320

政策企画室 東京事務所 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度　平成２８年度庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室東京事務所）（２）一式長期借入契約にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
5,665

政策企画室 東京事務所 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度東京事務所職員公舎賃借料の支出について（令和２年７月分）
887,000

政策企画室 東京事務所 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（東京事務所運営関係・大阪市）命令にかかる支出について
29,400

政策企画室 東京事務所 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 東京事務所事務用都内出張等交通旅費（令和２年５月分）の支出について
336

政策企画室 東京事務所 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（東京事務所運営関係・大阪市）命令にかかる支出について
30,130

政策企画室 東京事務所 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 東京事務所事務用　料金後納郵便にかかる支出について（令和２年５月分）
1,184

政策企画室 東京事務所 令和02年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用ネットワーク機器等（東京事務所）一式長期借入の実施及び同経費の支出について（令和２年５月分）
24,420

政策企画室 東京事務所 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 東京事務所事務用電話サービス料金にかかる支出について（令和２年４月２１日～令和２年５月２０日分）
10,267

政策企画室 東京事務所 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 負担金、補助及交付金　会費 令和２年度都市東京事務所長会負担金の支出について
20,000

政策企画室 東京事務所 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 東京事務所事務用　携帯電話サービス料金にかかる支出について（令和２年５月分）
10,270

健康局 総務課 令和02年06月03日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 令和２年度　局運営事務用コピー代金（生活衛生設置分（１台））の支出について（４月分）
33,920

健康局 総務課 令和02年06月04日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度局運営事務用　日本放送協会放送受信料の支出について
50,640
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健康局 総務課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　令和2年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入の支出について（５月分）
585,541

健康局 総務課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　令和2年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
459,090

健康局 総務課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事務用　令和2年度庁内情報利用パソコン（健康局）長期借入（平成28年度契約分）にかかる経費の支出について（５月分）
664,725

健康局 総務課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　令和2年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
6,132

健康局 総務課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　令和2年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
43,552

健康局 総務課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　其他委員等旅費 新型コロナウイルス感染症患者の対応を行う看護師会計年度任用職員の市内出張交通費の支出について（５月分）
44,120

健康局 総務課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　令和2年度庁内情報利用パソコン機器（省スペース型デスクトップ）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
19,800

健康局 総務課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　令和2年度庁内情報利用パソコン等機器（平成28年度契約プリンタ　環境科学研究センター分）一式の長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
8,856

健康局 総務課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　令和2年度（平成28年度契約分）プリンタ等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
31,278

健康局 総務課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　令和2年度庁内情報利用パソコン機器（健康局平成30年3月個別導入分）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
13,081

健康局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　令和2年度庁内端末利用パソコン等機器（副首都推進局）（２）一式　長期借入（平成28年度契約分）にかかる経費の支出について（５月分）
17,135

健康局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　令和2年度　ＬＧＷＡＮ接続系端末等機器（個別調達分）の長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
9,762

健康局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　令和2年度（平成29年度契約分）庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
246,699

健康局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　令和2年度ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（健康局）（一括調達分）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
57,896

健康局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　令和2年度庁内端末利用パソコン等機器（副首都推進局）（２）一式　長期借入（平成28年度契約分）にかかる経費の支出について（５月分）
31,414

健康局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　令和2年度　ＬＧＷＡＮ接続系端末等機器（個別調達分）の長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
20,869

健康局 総務課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　令和2年度庁内情報利用パソコン機器（健康局）一式（浪速区設置分）　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
78,045

健康局 総務課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 令和２年度　局運営事務用コピー代金の支出について（５月分）
83,904

健康局 総務課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 令和２年度　局運営事務用コピー代金（生活衛生設置分（１台））の支出について（５月分）
20,830

健康局 総務課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 令和２年度　局運営事務用コピー代金（分室追加分）の支出について（５月分）
7,664

健康局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 市民病院費 運営推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度地方独立行政法人大阪市民病院機構運営費交付金の支出について（第2回）
1,428,274,200

健康局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 局運営事務（病院機構支援）用　交流会館における機械警備業務委託料の支出について（令和２年５月分）
5,225

健康局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 健康費 健康安全基盤研究所費 旅費　普通旅費 大阪健康安全基盤研究所管理事務用にかかる市内出張交通費（令和２年４～５月分）の支出について
3,217

健康局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 市民病院費 管理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（４・５月分）病院Ｇの支出について
16,274

健康局 経理課 令和02年06月10日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 令和２年度　もと西成保健センター機械警備業務の実施にかかる経費の支出について（４月分）
60,060

健康局 経理課 令和02年06月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
30,909

健康局 経理課 令和02年06月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
2,089

健康局 経理課 令和02年06月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和２年５月分）
840

健康局 経理課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 財務関係事務用　地方財務実務提要追録（５８３～５８５号）購入経費の支出について
8,349

健康局 経理課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 令和２年度　もと西成保健センター機械警備業務の実施にかかる経費の支出について（５月分）
60,060

健康局 経理課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 医療用マスク買入にかかる経費の支出について（その８）
3,630,000

健康局 経理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 健康総務事業用後納郵便料金の支出について（5月分）
365,317

健康局 環境科学研究センター 令和02年06月03日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 旅費　普通旅費 環境科学研究センター管理運営用　環境科学研究センターにかかる市内出張交通費の支出について（4月分）
1,560

健康局 環境科学研究センター 令和02年06月04日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 役務費　通信運搬費 環境科学研究センター管理運営用　庁内情報ネットワーク回線にかかる経費の支出について（４月分）
5,225

健康局 環境科学研究センター 令和02年06月08日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　燃料費 環境科学研究センター管理運営用　揮発油レギュラー注油にかかる経費の支出について（４月分）
6,405

健康局 環境科学研究センター 令和02年06月11日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　消耗品費 環境科学研究調査用ＥＳＤパーツケース外１０点の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
127,827

健康局 環境科学研究センター 令和02年06月11日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　消耗品費 環境科学研究調査用ＧＣ用２ｍｌバイアルインサートの買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
16,500

健康局 環境科学研究センター 令和02年06月11日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　消耗品費 環境科学研究調査用ペトリスライド外２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
132,913

健康局 環境科学研究センター 令和02年06月11日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　消耗品費 環境科学調査研究用液体窒素外３点の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
116,050

健康局 環境科学研究センター 令和02年06月12日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 使用料及賃借料　使用料 環境科学研究センター管理運営事業用　ETC利用にかかる高速道路通行料の支出について（４月分）
710

健康局 環境科学研究センター 令和02年06月15日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
6,520

健康局 環境科学研究センター 令和02年06月18日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　消耗品費 環境科学研究調査用ＧＣＭＳ用フィラメント外１５点の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
325,919

健康局 環境科学研究センター 令和02年06月18日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　消耗品費 環境科学研究調査用コンタクトシリンダーの買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
28,600

健康局 環境科学研究センター 令和02年06月19日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 旅費　普通旅費 環境科学研究センター管理運営用　環境科学研究センターにかかる市内出張交通費の支出について（5月分）
2,190

健康局 環境科学研究センター 令和02年06月19日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 負担金、補助及交付金　会費 環境科学研究センター事業用　令和２年度全国環境研協議会会費の支出について
35,000

健康局 環境科学研究センター 令和02年06月25日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　消耗品費 環境科学調査研究用液体窒素の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
6,600

健康局 環境科学研究センター 令和02年06月25日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　消耗品費 環境科学研究センター事業用　厚生労働省水道水質検査精度管理調査用試料の買入について
24,200
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健康局 環境科学研究センター 令和02年06月25日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　消耗品費 環境科学研究調査用Ｎ，Ｎ’－Ｄｉｐｈｅｎｙｌｇｕａｎｉｄｉｎｅ－ｄ１０の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
198,000

健康局 環境科学研究センター 令和02年06月25日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　消耗品費 環境科学研究調査用ＧＣ用キャピラリーカラムの買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
38,808

健康局 環境科学研究センター 令和02年06月25日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　消耗品費 環境科学研究調査用２－ブロモエタノール外１８点の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
196,146

健康局 環境科学研究センター 令和02年06月25日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　被服費 環境科学研究調査用白衣（男性用）外３点の買入にかかる経費の支出について
85,745

健康局 環境科学研究センター 令和02年06月26日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　消耗品費 環境科学研究調査用過マンガン酸カリウム外４点の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
58,190

健康局 環境科学研究センター 令和02年06月26日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　消耗品費 環境科学研究調査用アンモニア性窒素標準液外６点の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
231,055

健康局 環境科学研究センター 令和02年06月26日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　消耗品費 環境科学研究調査用校正目盛付濃縮試験管外１点の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
88,473

健康局 環境科学研究センター 令和02年06月26日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　消耗品費 環境科学研究調査用BigDyeXterminator精製キット外２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
35,805

健康局 環境科学研究センター 令和02年06月26日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 需用費　消耗品費 環境科学研究調査用ディスポシリンジ外８点の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
313,302

健康局 環境科学研究センター 令和02年06月30日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 使用料及賃借料　使用料 環境科学研究検査用　高分解能ガスクロマトグラフ質量分析装置一式の長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
1,218,800

健康局 環境科学研究センター 令和02年06月30日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 使用料及賃借料　使用料 環境科学研究検査用　令和２年度液体クロマトグラフタンデム型質量分析装置一式（再リース）その４にかかる経費の支出について（５月分）
38,170

健康局 環境科学研究センター 令和02年06月30日 一般会計 健康費 健康費 環境科学研究センター費 使用料及賃借料　使用料 環境科学研究検査用　キャニスター/加熱脱着ガスクロマトグラフ質量分析装置一式の長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
753,948

健康局 健康施策課 令和02年06月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　印刷製本費 熱中症予防啓発事業用リーフレット外１点の作成にかかる経費の支出について
236,992

健康局 健康施策課 令和02年06月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 熱中症予防啓発事業用うちわの作成にかかる経費の支出について
340,263

健康局 健康施策課 令和02年06月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

使用料及賃借料　使用料 令和2年度　退院支援にかかる多職種研修会における会場使用料の支出について（令和2年10月14日・令和2年10月22日開催分）
29,200

健康局 健康施策課 令和02年06月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

使用料及賃借料　使用料 令和2年度　退院支援にかかる多職種研修会における会場使用料の支出について（令和2年10月5日開催分）
14,600

健康局 健康施策課 令和02年06月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

使用料及賃借料　使用料 令和2年度　退院支援にかかる多職種研修会における会場使用料の支出について（令和2年10月9日開催分）
14,600

健康局 健康施策課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 災害救助対策事業　携帯電話使用料の支出について（５月分）
6,603

健康局 健康施策課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 重症心身障がい児者の医療コーディネート事業用　後納郵便料の支出について（5月分）
198

健康局 健康施策課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度大阪市急病診療業務の実施にかかる十三休日急病診療所不動産賃貸借料の支出について（令和２年５月分）
135,000

健康局 健康づくり課 令和02年06月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 受動喫煙防止対策推進事業用　健康づくり課分室にかかる電話料金の支出について（４月分）
23,955

健康局 健康づくり課 令和02年06月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診推進事業用がん検診クーポン券等送付用窓あき封筒買入の実施及び同経費の支出について
206,593

健康局 健康づくり課 令和02年06月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用　放射線技術検査所外１箇所長白衣等洗濯業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（4月分）
5,186

健康局 健康づくり課 令和02年06月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用　放射線技術検査所外１箇所長白衣等洗濯業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（4月分）
4,417

健康局 健康づくり課 令和02年06月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 受動喫煙防止対策推進事業用　喫煙可能店ステッカー印刷の実施及び同経費の支出について
107,800

健康局 健康づくり課 令和02年06月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 がん検診推進事業用がん検診のしおり（子宮頸がん用）ほか１点の実施及び同経費の支出について
378,284

健康局 健康づくり課 令和02年06月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 がん検診事業用　大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入経費の支出について（５月分）
11,446

健康局 健康づくり課 令和02年06月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 がん検診事業用　大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入経費の支出について（５月分）
4,064

健康局 健康づくり課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 令和２年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託(概算契約)の実施及び同経費の支出について（令和２年５月入力分）
187,598

健康局 健康づくり課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 令和２年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託(概算契約)の実施及び同経費の支出について（令和２年５月入力分）
35,264

健康局 健康づくり課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 令和２年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託(概算契約)の実施及び同経費の支出について（令和２年５月入力分）
92,188

健康局 健康づくり課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 令和２年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託(概算契約)の実施及び同経費の支出について（令和２年５月入力分）
6,245

健康局 健康づくり課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 令和２年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託(概算契約)の実施及び同経費の支出について（令和２年５月入力分）
3,553

健康局 健康づくり課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 令和２年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託(概算契約)の実施及び同経費の支出について（令和２年５月入力分）
225,825

健康局 健康づくり課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 令和２年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託(概算契約)の実施及び同経費の支出について（令和２年５月入力分）
109,863

健康局 健康づくり課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 令和２年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託(概算契約)の実施及び同経費の支出について（令和２年５月入力分）
184,492

健康局 健康づくり課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 受動喫煙防止対策推進事業用　コピー代金の支出について（５月分）
13,036

健康局 健康づくり課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　其他委員等旅費 受動喫煙防止対策推進事業用　臨時的任用職員の市内出張交通費の支出について（５月分）
820

健康局 健康づくり課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用医科診療報酬点数表買入にかかる経費の支出について
2,970

健康局 健康づくり課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用　放射線技術検査所外１箇所長白衣等洗濯業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（５月分）
132

健康局 健康づくり課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用　放射線技術検査所外１箇所長白衣等洗濯業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（５月分）
2,376

健康局 健康づくり課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用　令和２年度乳がん検診（マンモグラフィ）フィルム逓送業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（令和２年５月分）
218,799

健康局 健康づくり課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 がん検診推進事業用がん検診クーポン券（子宮頸がん用）ほか１点　印刷の実施及び同経費の支出について
225,892

健康局 健康づくり課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 大阪市歯周病検診事業用（歯周病検診）委託料の支出について（４月分）
92,174

健康局 健康づくり課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（４月分）
4,686,515

健康局 健康づくり課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（４月分）
18,436,420

健康局 健康づくり課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（４月分）
8,481
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健康局 健康づくり課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（４月分）
3,259,405

健康局 健康づくり課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（４月分）
2,620,174

健康局 健康づくり課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（４月分）
3,630,330

健康局 健康づくり課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 受動喫煙防止対策推進事業用　啓発用自転車にかかる駐輪場代の支出について（第２四半期分）
9,000

健康局 健康づくり課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
2,133

健康局 健康づくり課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
64,251

健康局 健康づくり課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診推進事業用　後納郵便料の支出について（クーポン券）
2,173,158

健康局 健康づくり課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
5,550

健康局 健康づくり課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
1,793

健康局 健康づくり課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
2,907

健康局 健康づくり課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
5,193

健康局 健康づくり課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 受動喫煙防止対策推進事業用　健康づくり課分室にかかる電話料金の支出について（５月分）
33,428

健康局 健康づくり課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
8,220

健康局 健康づくり課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
326

健康局 健康づくり課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
2,530

健康局 健康づくり課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
489

健康局 健康づくり課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
2,007

健康局 健康づくり課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
620

健康局 生活衛生課 令和02年06月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 と畜検査事業用　電話回線使用料の支出について（食肉衛生検査所４月分）
2,622

健康局 生活衛生課 令和02年06月02日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　手数料 令和２年度　と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の経費の支出について（４月分）
7,370

健康局 生活衛生課 令和02年06月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 令和２年度　と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の経費の支出について（４月分）
8,592

健康局 生活衛生課 令和02年06月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 令和２年度　と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の経費の支出について（４月分）
11,369

健康局 生活衛生課 令和02年06月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 令和２年度　と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の経費の支出について（４月分）
58,465

健康局 生活衛生課 令和02年06月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 令和２年度　と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の経費の支出について（４月分）
7,001

健康局 生活衛生課 令和02年06月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 令和２年度　と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の経費の支出について（４月分）
2,750

健康局 生活衛生課 令和02年06月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用中央卸売市場食品衛生検査所収去検査にかかる宿泊施設の借上経費の支出について（４月分）
6,800

健康局 生活衛生課 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用VT遺伝子検出キットの買入にかかる経費の支出について（単価契約4月分）
96,800

健康局 生活衛生課 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等エタノール（９９．５）外２０点の買入にかかる経費の支出について（単価契約４月分）
44,374

健康局 生活衛生課 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等エタノール（９９．５）外２０点の買入にかかる経費の支出について（単価契約４月分）
89,298

健康局 生活衛生課 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用消毒薬外８点の買入にかかる経費の支出について（単価契約４月）
64,240

健康局 生活衛生課 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用馬無菌脱繊維血液の買入にかかる経費の支出について（単価契約４月分）
11,000

健康局 生活衛生課 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等エタノール（９９．５）外２０点の買入にかかる経費の支出について（単価契約４月分）
33,022

健康局 生活衛生課 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　備品修繕料 乳肉衛生事業用　中央卸売市場食品衛生検査所の超低温フリーザー修繕経費の支出について
95,942

健康局 生活衛生課 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 そ族昆虫防除事業用　令和２年度公共発生源への薬剤散布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
86,603

健康局 生活衛生課 令和02年06月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市動物管理センター一般廃棄物収集・運搬業務にかかる経費の支出について（4月分）
3,158

健康局 生活衛生課 令和02年06月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
643,500

健康局 生活衛生課 令和02年06月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
286,000

健康局 生活衛生課 令和02年06月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用ヘリウムガス（圧縮）の買入にかかる経費の支出について（単価契約４月分）
30,800

健康局 生活衛生課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用次亜塩素酸系消毒剤の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月）
31,350

健康局 生活衛生課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　エタノール　外５点の買入にかかる経費の支出について（４月発注分）
36,630

健康局 生活衛生課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用「0.25mol/lシュウ酸ナトリウム溶液」買入にかかる経費の支出について（単価契約4月分）
4,224

健康局 生活衛生課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 令和２年度 所有者不明猫適正管理推進事業用　寄附金ビラ(払込取扱票付)印刷にかかる経費の支出について
79,200

健康局 生活衛生課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 そ族昆虫防除事業用　令和２年度公共発生源への薬剤散布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
60,060

健康局 生活衛生課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
96,000

健康局 生活衛生課 令和02年06月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 動物愛護管理事業用「なにわ１００さ６３３５」の法定６か月点検経費の支出について
8,250

健康局 生活衛生課 令和02年06月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
61,250

健康局 生活衛生課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用試買検査検体購入経費の支出について（令和２年度６月実施分）
10,000
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健康局 生活衛生課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ｎ－アルカン外４６点の買入にかかる経費の支出について（単価契約４月分）
36,091

健康局 生活衛生課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ｎ－アルカン外４６点の買入にかかる経費の支出について（単価契約４月分）
118,921

健康局 生活衛生課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ｎ－アルカン外４６点の買入にかかる経費の支出について（単価契約４月分）
368,995

健康局 生活衛生課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ｎ－アルカン外４６点の買入にかかる経費の支出について（単価契約４月分）
62,799

健康局 生活衛生課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 食品衛生事業用試買検査検体購入経費の支出について（令和２年度６月実施分）
3,000

健康局 生活衛生課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 食品衛生事業用試買検査検体購入経費の支出について（令和２年度６月実施分）
2,000

健康局 生活衛生課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小規模受水槽衛生対策事業用　飲料水衛生管理講習会の実施にかかる経費の支出について（10月15日及び11月17日並びに11月26日実施分）
103,500

健康局 生活衛生課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 簡易専用水道規制指導事業用　飲料水衛生管理講習会の実施にかかる経費の支出について（10月26日及び11月12日実施分）
68,300

健康局 生活衛生課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
125,450

健康局 生活衛生課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
25,000

健康局 生活衛生課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
82,250

健康局 生活衛生課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 狂犬病予防等事業用「なにわ８００さ２２２５」の法定６か月点検にかかる経費の支出について
8,525

健康局 生活衛生課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　簡易検査用ＴＧＳＥ培地　外１点の買入にかかる経費の支出について（４月発注分）
63,800

健康局 生活衛生課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　ＢＴＢ試薬　外17点の買入にかかる経費の支出について（４月発注分）
233,073

健康局 生活衛生課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防等事業用　動物管理センター機械警備業務委託料の支出について（５月分）
7,810

健康局 生活衛生課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター庁舎清掃業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
46,200

健康局 生活衛生課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用食品衛生関係法規集追録外１点の買入にかかる経費の支出について
44,748

健康局 生活衛生課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用安息香酸外９点の買入にかかる経費の支出について（単価契約４月分）
14,443

健康局 生活衛生課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等安息香酸ナトリウム外６２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約４月分）
552,024

健康局 生活衛生課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等安息香酸ナトリウム外６２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約４月分）
89,254

健康局 生活衛生課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ＣＷ寒天培地（カナマイシン不含）外１９点の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
53,020

健康局 生活衛生課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用「硫酸　外１点」の買入にかかる経費の支出について（単価契約4月分）
5,764

健康局 生活衛生課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ＣＷ寒天培地（カナマイシン不含）外１９点の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
60,984

健康局 生活衛生課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等安息香酸ナトリウム外６２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約４月分）
136,400

健康局 生活衛生課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ＣＷ寒天培地（カナマイシン不含）外１９点の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
26,180

健康局 生活衛生課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等安息香酸ナトリウム外６２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約４月分）
31,790

健康局 生活衛生課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用窒素ガス（圧縮）の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
4,950

健康局 生活衛生課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用塩化ナトリウム外２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
3,256

健康局 生活衛生課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用酸素ガス（医療用）の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
3,960

健康局 生活衛生課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用馬無菌脱繊維血液の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
27,500

健康局 生活衛生課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用窒素ガス（圧縮）の買入にかかる経費の支出について（単価契約４月分）
4,950

健康局 生活衛生課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 動物愛護管理事業用「なにわ１００さ６３３５」法定６か月点検追加整備経費の支出について
19,800

健康局 生活衛生課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 有害家庭用品事業用等　令和２年度大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託にかかる経費の支出について（４月分）
7,604

健康局 生活衛生課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 有害家庭用品事業用等　令和２年度大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託にかかる経費の支出について（４月分）
7,603

健康局 生活衛生課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 有害家庭用品事業用等　令和２年度大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託にかかる経費の支出について（４月分）
16,049

健康局 生活衛生課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　会費 乳肉衛生事業用　全国市場食品衛生検査所協議会にかかる負担金の支出について
50,000

健康局 生活衛生課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　安息香酸　外２点の買入にかかる経費の支出について（４月発注分）
2,497

健康局 生活衛生課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　ATPふき取り検査試薬　外13点の買入にかかる経費の支出について（４月発注分）
428,450

健康局 生活衛生課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 動物愛護事業用動物愛護管理員証外３点印刷にかかる経費の支出について
30,800

健康局 生活衛生課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 乳肉衛生事業用　令和２年度　中央卸売市場食品衛生検査所清掃業務の経費の支出について（５月分）
13,750

健康局 生活衛生課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
112,500

健康局 生活衛生課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等褐色メスフラスコ外２２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
28,721

健康局 生活衛生課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等蒸留水外３１点の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
47,267

健康局 生活衛生課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等褐色メスフラスコ外２２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
41,525

健康局 生活衛生課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等蒸留水外３１点の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
217,998

健康局 生活衛生課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等蒸留水外３１点の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
60,544

健康局 生活衛生課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等褐色メスフラスコ外２２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
132,935



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

健康局 生活衛生課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 狂犬病予防等事業用　動物管理センター電気料金の支出について（５月分）
126,141

健康局 生活衛生課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 令和２年度　大阪市動物管理センター一般廃棄物収集・運搬業務の実施にかかる経費の支出について（５月分）
6,790

健康局 生活衛生課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用　動物愛護相談室にかかるコピー代金の支出について（５月分）
11,795

健康局 生活衛生課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 狂犬病予防等事業用　動物管理センターガス料金の支出について（５月分）
4,407

健康局 生活衛生課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 動物愛護事業用高齢者向け啓発用リーフレット印刷にかかる経費の支出について
39,600

健康局 生活衛生課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 動物愛護管理事業　ETC利用高速道路通行料の支出について（４月分）
1,890

健康局 生活衛生課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等　携帯電話使用料の支出について（５月分）
31,732

健康局 生活衛生課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
11,280

健康局 生活衛生課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
8,340

健康局 生活衛生課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
5,661

健康局 生活衛生課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
9,513

健康局 生活衛生課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用「エタノール」買入にかかる経費の支出について（単価契約5月分）
5,390

健康局 生活衛生課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生事業用「問答式廃棄物処理の手引　外2点」の買入にかかる経費の支出について
11,563

健康局 生活衛生課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　東部市場食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（５月分）
79,382

健康局 生活衛生課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等　携帯電話使用料の支出について（５月分）
30,397

健康局 生活衛生課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用等　庁内情報ネットワークにおける通信サービス経費の支出について（５月分）
5,225

健康局 生活衛生課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用等　庁内情報ネットワークにおける通信サービス経費の支出について（５月分）
5,225

健康局 生活衛生課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等　携帯電話使用料の支出について（５月分）
79,243

健康局 生活衛生課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用等　庁内情報ネットワークにおける通信サービス経費の支出について（５月分）
5,225

健康局 生活衛生課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用等　庁内情報ネットワークにおける通信サービス経費の支出について（５月分）
5,225

健康局 生活衛生課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防等事業用　犬・猫・その他動物屍体の収集・運搬、処分業務委託料の支出について（５月分）
96,426

健康局 生活衛生課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 食鳥検査事業用　食鳥検査にかかる宿泊施設借上経費の支出について（４月分）
119,849

健康局 生活衛生課 令和02年06月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用小口支払基金繰入金（動物管理センター）の支出について（５月分）
2,917

健康局 生活衛生課 令和02年06月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　ATPふき取り検査試薬　外７点の買入にかかる経費の支出について（５月発注分）
194,689

健康局 生活衛生課 令和02年06月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　EB試薬　外３点の買入にかかる経費の支出について（５月発注分）
41,063

健康局 生活衛生課 令和02年06月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　中央市場食品衛生検査所電気・上下水道料金の支出について（５月分）
137,190

健康局 生活衛生課 令和02年06月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 食鳥検査事業用小口支払基金繰入金(食肉衛生検査所)の支出について(５月分)
7,603

健康局 生活衛生課 令和02年06月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用　令和２年度　食肉衛生検査所庁舎清掃業務委託料の支出について（５月分）
96,759

健康局 生活衛生課 令和02年06月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 動物愛護管理事業用小口支払基金繰入金（動物管理センター）の支出について（５月分）
4,300

健康局 生活衛生課 令和02年06月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
76,500

健康局 生活衛生課 令和02年06月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
125,750

健康局 生活衛生課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等コピー代金の支出について（令和２年５月分）
14,657

健康局 生活衛生課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等コピー代金の支出について（令和２年５月分）
19,896

健康局 生活衛生課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等コピー代金の支出について（令和２年５月分）
8,156

健康局 生活衛生課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 と畜検査事業用　電話回線使用料の支出について（食肉衛生検査所５月分）
2,622

健康局 生活衛生課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用　後納郵便料金の支出について（４・５月分）
208

健康局 こころの健康センター 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神障がい者保健福祉手帳事業用ゴム印の買入にかかる経費の支出について（コロナウイルス感染症に係る臨時的措置）
8,470

健康局 こころの健康センター 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 令和２年度精神障がい者地域生活移行推進業務委託料の支出について（４月分）
13,471

健康局 こころの健康センター 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 令和２年度精神保健搬送車運行等業務委託経費の支出について（４月分）
1,100,000

健康局 こころの健康センター 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　損害保険料 令和２年度精神科一次救急医療体制整備事業の医療機関医師賠償責任保険契約にかかる経費の支出について
103,681

健康局 こころの健康センター 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 令和２年度精神保健搬送車運行等業務委託経費の支出について（令和2年5月分）
1,100,000

健康局 こころの健康センター 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 令和２年度精神障がい者地域生活移行推進業務委託料の支出について（４月分）
13,691

健康局 こころの健康センター 令和02年06月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療審査会委員報酬の支出について（合議体・令和２年５月15日実施分）
82,500

健康局 こころの健康センター 令和02年06月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療審査会委員報酬の支出について（合議体・令和２年５月15日実施分）
4,280

健康局 こころの健康センター 令和02年06月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 令和２年度精神科一次救急医療体制整備事業委託にかかる経費の支出について（４・５月分）
4,591,814

健康局 こころの健康センター 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用　小口支払基金５月使用分の支出について
10,400

健康局 こころの健康センター 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル清掃業務委託料の支出について（令和２年５月分）
33,330
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健康局 こころの健康センター 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 措置入院事業用（５月審査分・国保）入院費の支出について
1,208,286

健康局 こころの健康センター 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保・６月審査分（概算））
121,974,128

健康局 こころの健康センター 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保（後期高齢）・５月審査分（追給））
367,606

健康局 こころの健康センター 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保（後期高齢）・６月審査分（概算））
4,760,000

健康局 こころの健康センター 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（５月分）の支出について
115,500

健康局 こころの健康センター 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（５月分）の支出について
4,340

健康局 こころの健康センター 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（５月分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
557

健康局 こころの健康センター 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（５月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
2,336

健康局 こころの健康センター 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神障がい者地域生活移行推進業務委託料の支出について（5月分）
26,942

健康局 こころの健康センター 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（５月分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
132,490

健康局 こころの健康センター 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（５月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
3,894,790

健康局 こころの健康センター 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（社保・６月審査分（概算））
872,825,000

健康局 こころの健康センター 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 精神障がい者措置入院費の支出について（社保・６月審査分（概算））
13,826,000

健康局 こころの健康センター 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（５月審査分・介護）支払事務委託料の支出について
1,615

健康局 こころの健康センター 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（５月審査分・後期高齢）支払事務委託料の支出について
139,402

健康局 こころの健康センター 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（５月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
2,950,848

健康局 こころの健康センター 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（５月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
1,128

健康局 こころの健康センター 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療（精神通院）（５月審査分・介護）医療費の支出について
44,618

健康局 こころの健康センター 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 こころの健康センター管理運営用コピー代金及び関連消耗品代の支出について（令和２年５月分）
25,844

健康局 こころの健康センター 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市都島センタービルの建物・設備の管理及び保守並びに保安・警備に関する業務委託料の支出について（令和２年５月分）
229,020

健康局 こころの健康センター 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（令和２年４月分）
460

健康局 こころの健康センター 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（令和２年４月分）
640

健康局 こころの健康センター 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（令和２年４月分）
1,000

健康局 こころの健康センター 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（令和２年４月分）
10,300

健康局 こころの健康センター 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（令和２年４月分）
8,400

健康局 こころの健康センター 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（令和２年５月分）
22,077

健康局 こころの健康センター 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（令和２年５月分）
106,064

健康局 こころの健康センター 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 こころの健康センター管理運営用　庁内情報ネットワークにかかる回線等使用料の支出について（令和２年５月分）
5,225

健康局 こころの健康センター 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健指定医の診察に係るタクシー代の支出について（立替払）
680

健康局 こころの健康センター 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神保健指定医の診察に係る報酬及び旅費の支出について（令和２年４月分）
283,080

健康局 こころの健康センター 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神保健指定医の診察に係る報酬及び旅費の支出について（令和２年４月分）
7,320

健康局 こころの健康センター 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
4,460

健康局 こころの健康センター 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
6,680

健康局 こころの健康センター 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
2,336

健康局 こころの健康センター 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
360,656

健康局 こころの健康センター 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
504

健康局 こころの健康センター 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
21,442

健康局 こころの健康センター 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
12,534

健康局 こころの健康センター 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
3,328

健康局 こころの健康センター 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 こころの健康センター管理運営用　電話回線等通信設備増設業務委託の実施にかかる経費の支出について
132,000

健康局 こころの健康センター 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院医療）受給者別一覧表電子媒体提供料の支出について（国保・５月審査分）
3,055

健康局 こころの健康センター 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 令和2年度総合福祉システム（福祉五法）出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）にかかる支出について（４月分）
381,373

健康局 保健所管理課 令和02年06月01日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　４月分）の支出について
10,450

健康局 保健所管理課 令和02年06月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 新型コロナウイルス感染症関連業務体制強化にかかるタブレット外１点買入にかかる経費の支出について
1,478,400

健康局 保健所管理課 令和02年06月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 特定医療費（指定難病）事業等用　光ネクストファミリーハイスピード回線利用料の支出について（令和2年4月分）
4,730

健康局 保健所管理課 令和02年06月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 公害健康被害補償事業用　薬効・薬価リスト外１点の買入及び同経費の支出について
77,495

健康局 保健所管理課 令和02年06月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 令和２年度公害健康被害補償システム（医療費支払）パンチデータ作成業務委託契約について（令和２年４月分）
98,920
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健康局 保健所管理課 令和02年06月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 令和２年度　公害診療報酬請求書等作成に係る封入封緘等処理業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（令和２年４月分）
123,700

健康局 保健所管理課 令和02年06月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 令和２年度公害診療報酬請求書等作成に係る作表等処理業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（令和２年４月分）
84,312

健康局 保健所管理課 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 医療用綿棒買入にかかる経費の支出について
110,880

健康局 保健所管理課 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 医療用手袋買入にかかる経費の支出について　その２
330,000

健康局 保健所管理課 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 医療用マスク買入にかかる経費の支出について　その３
50,600

健康局 保健所管理課 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 新型コロナ受診相談センターに係る電話料金の支出について（４月分）
120,871

健康局 保健所管理課 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 新型コロナ受診相談センター医療相談等従事者派遣にかかる委託料の支出について（令和2年4月分）
5,741,037

健康局 保健所管理課 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業用　訪問看護費委託料の支出について（令和２年４月分）
185,900

健康局 保健所管理課 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業用　訪問看護費委託料の支出について（令和２年４月分）
40,000

健康局 保健所管理課 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業用　訪問看護費委託料の支出について（令和２年４月分）
25,000

健康局 保健所管理課 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業用　訪問看護委託料の支出について（令和２年４月分）
56,300

健康局 保健所管理課 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業用　訪問看護費委託料の支出について（令和２年４月分）
153,400

健康局 保健所管理課 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業用　訪問看護費委託料の支出について（令和２年４月分）
50,700

健康局 保健所管理課 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾病用医療費の支出について(令和２年４月９日請求分)
91,790

健康局 保健所管理課 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 公害健康被害補償事業用「様式第３１号　診断書　外４点　印刷」にかかる経費の支出について
276,969

健康局 保健所管理課 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 公害健康被害補償システム用連続帳票外２点の印刷及び同経費の支出について
188,320

健康局 保健所管理課 令和02年06月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 公害健康被害補償事業用等封筒の買入にかかる経費の支出について
190,938

健康局 保健所管理課 令和02年06月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 特定医療費（指定難病）償還払い（５月支払分）の口座不能による再支出について
112,510

健康局 保健所管理課 令和02年06月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 医療用滅菌スクリュー買入にかかる経費の支出について
74,800

健康局 保健所管理課 令和02年06月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 新型コロナウイルス保健所・区健康管理等対応派遣に係る委託料の支出について（令和2年4月分）
7,834,062

健康局 保健所管理課 令和02年06月11日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所４月分）
41,454

健康局 保健所管理課 令和02年06月11日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所４月分）
300

健康局 保健所管理課 令和02年06月11日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所４月分）
2,692

健康局 保健所管理課 令和02年06月11日 一般会計 健康費 健康費 健康費 負担金、補助及交付金　分担金 保健所庁舎管理用　船場センタービル修繕積立金の支出について（保健衛生検査所　令和２年度６月分）
93,470

健康局 保健所管理課 令和02年06月11日 一般会計 健康費 健康費 健康費 負担金、補助及交付金　分担金 保健所庁舎管理用　船場センタービル管理費の支出について（保健衛生検査所令和２年度６月分）
397,461

健康局 保健所管理課 令和02年06月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 医療用ガウン買入にかかる経費の支出について　その１
7,700,000

健康局 保健所管理課 令和02年06月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所４月分）
5,616

健康局 保健所管理課 令和02年06月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 負担金、補助及交付金　分担金 保健所庁舎管理用　船場センタービル修繕積立金の支出について（保健衛生検査所　令和２年度６月分）
9,999

健康局 保健所管理課 令和02年06月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 負担金、補助及交付金　分担金 保健所庁舎管理用　船場センタービル管理費の支出について（保健衛生検査所令和２年度６月分）
68,562

健康局 保健所管理課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 保健所管理運営用　揮発油レギュラー注油券料金の支出について（４月分）
24,668

健康局 保健所管理課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 健康費 健康費 負担金、補助及交付金　分担金 保健所管理運営用　第79回日本公衆衛生学会総会の開催に伴う分担金の支出について
90,000

健康局 保健所管理課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 医療用フェイスシールド買入にかかる経費の支出について　その２
7,700,000

健康局 保健所管理課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 公害健康被害補償事業用公害文書料・医学的検査料の支出について（医師会医療機関・非医師会医療機関４月分）
2,126,512

健康局 保健所管理課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用障害補償費の支出について（６月支払分）
559,210,550

健康局 保健所管理課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償費の支出について（６月支払分）
64,710,471

健康局 保健所管理課 令和02年06月15日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 保健所管理運営用　電話交換機長期借入の同経費の支出について（令和２年５月分）
47,960

健康局 保健所管理課 令和02年06月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 指定難病審査会委員報酬の支出について（令和2年5月分）
175,500

健康局 保健所管理課 令和02年06月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 難病患者療養相談会に係る阿倍野区民センター使用料の支出について（10月2日,8日,20日,23日,29日,11月4日,12日,27日,12月2日分）
118,200

健康局 保健所管理課 令和02年06月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 難病患者療養相談会に係る中央区民センター使用料の支出について（11月21日分）
29,460

健康局 保健所管理課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 令和２年度公害健康被害補償システム（医療費支払）パンチデータ作成業務委託契約について（５月分）
97,944

健康局 保健所管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 医療用フェイスシールド買入にかかる経費の支出について　その３
8,250,000

健康局 保健所管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 医療用マスク買入にかかる経費の支出について　その７
16,828,350

健康局 保健所管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 特定医療費（指定難病）診療報酬明細書点検業務（概算契約）に係る委託料の支出について
31,540

健康局 保健所管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会　委員報酬の支出について（令和2年5月分）
370,500

健康局 保健所管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査委員会　委員報酬の支出について（令和2年5月分）
136,500

健康局 保健所管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会　委員報酬の支出について（令和2年5月分）
8,240

健康局 保健所管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査委員会　委員報酬の支出について（令和2年5月分）
4,400
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健康局 保健所管理課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 医療用殺菌消毒液買入にかかる経費の支出について
211,200

健康局 保健所管理課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 医療用マスク買入にかかる経費の支出について　その４
580,800

健康局 保健所管理課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 医療用ガウン買入にかかる経費の支出について　その５
17,490,000

健康局 保健所管理課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（国保　令和2年5月分）（4月診療分　確定払い）
4,638

健康局 保健所管理課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 特定医療費（指定難病）事業用医療費の支出について（令和2年5月診療分・後期）（6月審査分・概算払い）
35,991,240

健康局 保健所管理課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（国保　令和2年5月分）（4月診療分確定払い）
1,565,612

健康局 保健所管理課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 特定医療費（指定難病）事業用医療費の支出について（令和2年5月診療分・国保）（6月審査分・概算払い）
73,070,936

健康局 保健所管理課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費の支出について（令和2年5月診療分　国保連）（6月審査分　概算払い）
7,688,439

健康局 保健所管理課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　不動産賃借料 保健所庁舎管理用　不動産賃借料（1101-2号室）の支出について（令和２年度７月分）
327,308

健康局 保健所管理課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　不動産賃借料 保健所庁舎管理用　不動産賃借料（1002、1101-1、1204、1205号室）の支出について（令和２年度７月分）
4,641,402

健康局 保健所管理課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 新型コロナ受診相談センター用　電源タップ外８点買入にかかる経費の支出について
64,006

健康局 保健所管理課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（保健所管理課管理グループ）５月１、５、１２、１５日分
17,038

健康局 保健所管理課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 新型コロナ受診相談センター用　電話回線増設にかかる委託料の支出について
1,980,000

健康局 保健所管理課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 公費負担医療に係るレセプト電子データ提供業務委託料の支出について（小児慢性ほか３医療）（令和2年5月作成分）
18,480

健康局 保健所管理課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費審査支払委託料の支出について（令和2年5月審査分・社保）
128,269

健康局 保健所管理課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 公費負担医療に係るレセプト電子データ提供業務委託料の支出について（小児慢性ほか３医療）（令和2年5月作成分）
5,077

健康局 保健所管理課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 公費負担医療に係るレセプト電子データ提供業務委託料の支出について（小児慢性ほか３医療）（令和2年5月作成分）
132

健康局 保健所管理課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 公費負担医療に係るレセプト電子データ提供業務委託料の支出について（小児慢性ほか３医療）（令和2年5月作成分）
339

健康局 保健所管理課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（令和2年5月審査分・社保）
2,943

健康局 保健所管理課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（令和2年5月審査分・社保）
7,466

健康局 保健所管理課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 特定医療費（指定難病）事業用医療費審査支払委託料の支出について（令和2年5月審査分・社保）
563,880

健康局 保健所管理課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 特定医療費（指定難病）事業用医療費の支出について（令和２年6月審査分・社保）（5月診療分・概算払い）
322,994,000

健康局 保健所管理課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（令和2年6月分・社保）（5月診療分・概算払い）
2,968,000

健康局 保健所管理課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費の支出について（令和2年6月分・社保）（5月診療分・概算払い）
43,386,000

健康局 保健所管理課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（令和2年6月分・社保）（5月診療分・概算払い）
1,230,000

健康局 保健所管理課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（大阪市公害健康被害補償事業用５月分）の支出について
149

健康局 保健所管理課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（大阪市公害健康被害補償事業用５月分）の支出について
7,560

健康局 保健所管理課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　電気料金（あべのメディックス　５月分）の支出について
151,365

健康局 保健所管理課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　電気料金（大阪市街地開発　５月分）の支出について
130,152

健康局 保健所管理課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 保健所管理運営用　放射線技術検査所・浪速図書館機械警備業務経費（５月分）の支出について
9,900

健康局 保健所管理課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 健康費 健康費 負担金、補助及交付金　分担金 保健所庁舎管理用　保健所管理費及び修繕積立金の支出について（７月分）
1,713,741

健康局 保健所管理課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 新型コロナウイルス感染症関連業務体制強化にかかるタブレット使用にかかる通信料の支出について（４月分）
130,152

健康局 保健所管理課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 難病療養相談会事業用輪転機インク外1点の買入にかかる経費の支出について
23,540

健康局 保健所管理課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（国保　令和2年5月審査分）
1,316

健康局 保健所管理課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 特定医療費（指定難病）事業用医療費審査支払委託料の支出について（令和2年5月審査分　国保連）
596,524

健康局 保健所管理課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費支払審査委託料の支出について（国保　令和2年5月審査分）
376

健康局 保健所管理課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 特定医療費（指定難病）事業用医療費審査支払委託料の支出について（令和2年5月審査分・国保連介護）
145,730

健康局 保健所管理課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 特定医療費（指定難病）事業用医療費審査支払委託料の支出について（令和2年5月審査分　国保連後期高齢）
388,408

健康局 保健所管理課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費審査支払委託料の支出について（令和2年5月審査分　国保連）
39,104

健康局 保健所管理課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 難病患者療養相談会に係る阿倍野区民センター使用料の支出について（12月9日分）
12,500

健康局 保健所管理課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 特定医療費（指定難病）事業用医療費の支出について（国保 介護　令和2年5月審査分）（4月給付分　確定払い）
3,359,161

健康局 保健所管理課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 新型コロナウイルス感染症関連業務体制強化にかかる携帯電話の短期借入に係る経費の支出について
688,600

健康局 保健所管理課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 新型コロナウイルス感染症関連業務体制強化にかかる携帯電話の短期借入に係る経費の支出について
422,400

健康局 保健所管理課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　５月分）の支出について
10,450

健康局 保健所管理課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 医療用マスク買入にかかる経費の支出について　その２
2,530,000

健康局 保健所管理課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 特定医療費（指定難病）の償還払にかかる支出について（令和2年6月支払分）
8,060,687

健康局 保健所管理課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　放射線技術検査所　市内出張交通費の支出について（４月分）
45,244
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健康局 保健所管理課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 医療用手袋買入にかかる経費の支出について　その２
18,480,000

健康局 保健所管理課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 新型コロナウイルス感染症対策業務にかかる電話回線増設業務委託料の支出について
220,000

健康局 保健所管理課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 保健栄養指導事業費（市内出張交通費）令和２年５月分の支出について
3,264

健康局 保健所管理課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 公害健康被害補償システム用サーバ等機器及びソフトウェア借入（長期契約）にかかる経費の支出について（令和2年5月分）
50,068

健康局 保健所管理課 令和02年06月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　コピー代（保健衛生検査所及び放射線技術検査所　5月分）の支出について
37,294

健康局 保健所管理課 令和02年06月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 令和2年度　先天性代謝異常等検査業務にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
1,546,842

健康局 保健所管理課 令和02年06月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について（６月支払分）
47,200

健康局 保健所管理課 令和02年06月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償一時金の支出について（６月支払分）
26,369,800

健康局 保健所管理課 令和02年06月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用葬祭料の支出について（６月支払分）
3,192,000

健康局 保健所管理課 令和02年06月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について（６月支払分）
556,490

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　コピー代（保健所　５月分）の支出について
157,733

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 医療用マスク買入にかかる経費の支出について　その５
3,850,000

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 医療用フェイスシールド買入にかかる経費の支出について　その１
275,000

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 新型コロナウイルス感染症休日夜間対応携帯電話の短期借入（延長）に係る国際電話通話料の支出について（４～５月分）
88,241

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（健康局）一式の長期借入に係る賃借料について（令和2年5月分）
3,295

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 保健所管理課（保健事業用）市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
774

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和2年5月分）
84

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健所管理課（保健事業用）市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
6,008

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健所管理課（保健事業用）市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
207

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健所管理課（保健事業用）市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
460

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和2年5月分）
15,185

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和2年5月分）
120

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和2年5月分）
921

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和2年5月分）
499,971

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 特定医療費（指定難病）事業用光ネクストファミリーハイスピード回線料金の支出について（令和２年５月分）
4,521

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和2年5月分）
156,096

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写電子媒体の作成業務委託料の支出について（令和2年6月作成分）
3,055

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 特定医療費（指定難病）事業用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写電子媒体の作成業務委託料の支出について（令和2年6月作成分）
3,055

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 特定医療費(指定難病）用医療費公費負担システム用端末機外1点長期借入経費の支出について（令和2年5月分）
39,600

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（健康局）一式の長期借入に係る賃借料について（令和2年5月分）
3,294

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（健康局）一式の長期借入に係る賃借料について（令和2年5月分）
6,589

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　コピー代（保健所　５月分）の支出について
9,000

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和2年5月分）
2,288

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害健康被害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（５月分）
33,740

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の着払後納郵便料金の支出について（５月分）
6,550

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和2年5月分）
224

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害健康被害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（５月分）
528,906

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（６月支払決定分）
195,433,148

健康局 保健所管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養手当の支出について（６月支払分）
62,984,000

健康局 保健医療対策課 令和02年06月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健管理システム及び衛生管理システムサーバ機器等の長期借入にかかる経費の支出について(令和２年５月分)
150,205

健康局 保健医療対策課 令和02年06月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健管理システム及び衛生管理システム端末機等の長期借入にかかる経費の支出について(令和２年５月分)
880,000

健康局 保健医療対策課 令和02年06月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 民泊関連事業用　保健衛生システム端末機等（民泊用）の長期借入にかかる経費の支出について(令和２年５月分)
38,610

健康局 保健医療対策課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健衛生情報調査研究事業用　市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
1,120

健康局 保健医療対策課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 医療指導事業用「最新医薬品・医療機器等取扱法規の手引（追録８７・８８号）」の買入にかかる経費の支出について
8,225

健康局 保健医療対策課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 医療指導事業用「最新医薬品・医療機器等取扱法規の手引（追録８９号）」の買入にかかる経費の支出について
4,383

健康局 保健医療対策課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（医療指導グループ　５月２５日）
1,260

健康局 保健医療対策課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療指導事業用市内出張交通費の支出について（令和２年４月分）
36,437
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健康局 保健医療対策課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 医療指導事業用「医療六法（令和２年版）」の購入にかかる経費の支出について
178,816

健康局 保健医療対策課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可事業用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
528

健康局 保健医療対策課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 厚生統計調査用料金後納郵便料金の支出について(令和２年５月分)
244

健康局 保健医療対策課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可事業用後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
756

健康局 感染症対策課 令和02年06月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 感染症対策事業用携帯電話使用料等の支出について（４月分）
115,795

健康局 感染症対策課 令和02年06月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 令和２年度定点医療機関検体搬送業務委託料の支出について（令和２年４月分）
45,980

健康局 感染症対策課 令和02年06月02日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 令和２年度ハンセン病問題講演会実施における阿倍野区民センター会場使用料（施設分）の支出について
42,240

健康局 感染症対策課 令和02年06月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 令和２年度エックス線画像処理装置等搬送業務委託料の支出について(４月分）
291,060

健康局 感染症対策課 令和02年06月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 令和２年度肝炎ウイルス検査個人票パンチデータ作成業務委託料の支出について（４月分）
40,361

健康局 感染症対策課 令和02年06月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 ＨＩＶ検査用建物賃貸借契約にかかる光熱水費の支出について（４月分）
11,660

健康局 感染症対策課 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「クォンティフェロンＴＢゴールドプラス」の購入にかかる経費の支出について
397,166

健康局 感染症対策課 令和02年06月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 令和２年度外国人エイズ電話相談業務委託料の支出について
636,400

健康局 感染症対策課 令和02年06月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 感染症事業用公用車燃料費の支払いについて（４月分）
30,937

健康局 感染症対策課 令和02年06月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 令和２年度ＭＳＭ向け受検勧奨にかかる広報業務委託料の支出について（第１回）
75,000

健康局 感染症対策課 令和02年06月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 令和２年度肝炎ウイルス検査個人票パンチデータ作成業務委託料の支出について（５月分）
42,493

健康局 感染症対策課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 感染症対策事業用及び結核事業用　感染症診査協議会総会委員報酬等の支出について（令和2年4月2日開催分）
66,000

健康局 感染症対策課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（令和２年４月分）
231,000

健康局 感染症対策課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 感染症対策事業用及び結核事業用　感染症診査協議会総会委員報酬等の支出について（令和2年4月2日開催分）
82,500

健康局 感染症対策課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（令和２年４月分）
6,920

健康局 感染症対策課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 感染症対策事業用及び結核事業用　感染症診査協議会総会委員報酬等の支出について（令和2年4月2日開催分）
2,040

健康局 感染症対策課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 感染症対策事業用及び結核事業用　感染症診査協議会総会委員報酬等の支出について（令和2年4月2日開催分）
1,860

健康局 感染症対策課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 結核予防接種にかかる感染防止対策用「紙タオル」買入にかかる経費の支出について
70,400

健康局 感染症対策課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 結核予防接種にかかる感染防止対策用「トランシーバー外１点」買入にかかる経費の支出について
544,500

健康局 感染症対策課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（訪問型）事業業務にかかる委託料の支出について（４月分）
434,070

健康局 感染症対策課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（No.481）
3,652

健康局 感染症対策課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 令和２年度　風しん対策事業にかかるデータ作成（データパンチ及び加工）業務委託料の支出について（４月分）
40,491

健康局 感染症対策課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（No.825）
1,826

健康局 感染症対策課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 令和２年度　風しん対策事業にかかるデータ作成（データパンチ及び加工）業務委託料の支出について（４月分）
43,939

健康局 感染症対策課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（No.1322）
4,565

健康局 感染症対策課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 令和２年度　風しん対策事業にかかるデータ作成（データパンチ及び加工）業務委託料の支出について（５月分）
27,192

健康局 感染症対策課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 令和２年度　風しん対策事業にかかるデータ作成（データパンチ及び加工）業務委託料の支出について（５月分）
32,307

健康局 感染症対策課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（No.1169）
2,739

健康局 感染症対策課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（No.577）
6,391

健康局 感染症対策課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 新型コロナウイルス感染症休日夜間対応携帯電話の短期借入（延長）に係る使用料の支出について
231,000

健康局 感染症対策課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　医薬材料費 結核予防事業予防接種用ＢＣＧワクチンの買入にかかる経費の支出について（５月分）
3,679,830

健康局 感染症対策課 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 大阪市風しんワクチン接種費用助成事業に係る風しんワクチン接種費用（償還払い分）の支出について（令和２年５月）
933,837

健康局 感染症対策課 令和02年06月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 感染症予防事業用　ＦＡＸ用トナーカートリッジの購入経費の支出について
70,724

健康局 感染症対策課 令和02年06月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 結核接触者健診事業用　速乾性擦り込み式手指消毒剤買入にかかる経費の支出について
42,240

健康局 感染症対策課 令和02年06月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（No.1084）
4,565

健康局 感染症対策課 令和02年06月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症診査協議会用放射線画像管理機器長期借入にかかる使用料の支出について（５月分）
41,040

健康局 感染症対策課 令和02年06月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核菌インターフェロンγ測定（クォンティフェロン）機器一式借入経費の支出について（５月分）
47,300

健康局 感染症対策課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 新型コロナウイルス感染症対策用「感染性廃棄物用プラスチック容器２０Ｌ」の購入にかかる経費の支出について
23,100

健康局 感染症対策課 令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　消耗品費 結核予防接種等用「感染性廃棄物用プラスチック容器２０Ｌ」の購入にかかる経費の支出について
23,100

健康局 感染症対策課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支払いについて（４月分）
32,573

健康局 感染症対策課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 令和２年度結核菌検査（喀痰検査）業務にかかる委託料の支出について（４月分）
7,480

健康局 感染症対策課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用サーバ機器賃借料の支出について（令和２年５月分）
21,450

健康局 感染症対策課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用端末機器賃借にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
86,240
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健康局 感染症対策課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核接触者健診事業用　管外出張用ＥＴＣ高速道路使用料の支出について（４月分）
2,770

健康局 感染症対策課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（６月概算分）後期高齢
102,040

健康局 感染症対策課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（６月概算分）後期高齢
2,101,433

健康局 感染症対策課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 感染症患者入院医療費公費負担及びPCR検査保険適用経費の支出について（国保一般・４月診療・５月審査分）
3,176,192

健康局 感染症対策課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（６月概算分）国保一般
453,858

健康局 感染症対策課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 感染症患者入院医療費公費負担及びPCR検査保険適用経費の支出について（後期高齢・４月診療・５月審査分））
165,238

健康局 感染症対策課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（６月概算分）国保一般
2,270,302

健康局 感染症対策課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　其他扶助金 感染症患者入院医療費公費負担及びPCR検査保険適用経費の支出について（後期高齢・４月診療・５月審査分））
37,350

健康局 感染症対策課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　其他扶助金 感染症患者入院医療費公費負担及びPCR検査保険適用経費の支出について（国保一般・４月診療・５月審査分）
106,950

健康局 感染症対策課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（令和２年５月分）
181,500

健康局 感染症対策課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（令和２年５月分）
5,580

健康局 感染症対策課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 令和２年度エックス線画像処理装置等搬送業務委託料の支出について（５月分）
272,140

健康局 感染症対策課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（５月分）
23,407

健康局 感染症対策課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（５月分）
2,183

健康局 感染症対策課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症患者入院医療費審査支払事務委託料の支出について（支払基金・５月審査分）
2,100

健康局 感染症対策課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症患者に対するPCR検査保険適用に係る審査支払事務委託料の支出について（支払基金・５月審査分）
5,043

健康局 感染症対策課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（６月概算分）
4,074,159

健康局 感染症対策課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（６月概算分）
2,480,841

健康局 感染症対策課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 感染症患者入院医療費公費負担経費の支出について（支払基金・４月診療・５月審査分））
4,539,114

健康局 感染症対策課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　其他扶助金 感染症患者に対するPCR検査保険適用経費の支出について（支払基金・４月診療・５月審査分）
392,100

健康局 感染症対策課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 令和2年度 BCG接種にかかるパンチデータ作成等業務委託料の支出について（概算契約）（5月分）
11,276

健康局 感染症対策課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物処分業務委託料の支出について（５月分）
144,210

健康局 感染症対策課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務委託料の支出について（５月分）
81,510

健康局 感染症対策課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（５月分）後期高齢
16,920

健康局 感染症対策課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症患者入院医療費及びPCR検査保険適用に係る審査支払事務委託料の支出について（国保一般・５月審査分）
1,786

健康局 感染症対策課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（５月分）国保一般
2,162

健康局 感染症対策課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症患者入院医療費及びPCR検査保険適用に係る審査支払事務委託料の支出について（国保一般・５月審査分）
1,739

健康局 感染症対策課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 全国集合契約に基づく風しん抗体検査・定期接種実施委託料の支払について（４月実施分）
35,378,667

健康局 感染症対策課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（５月分）後期高齢
3,102

健康局 感染症対策課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（５月分）国保一般
19,928

健康局 感染症対策課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症患者入院医療費及びPCR検査保険適用に係る審査支払事務委託料の支出について（後期高齢・５月審査分）
188

健康局 感染症対策課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症患者入院医療費及びPCR検査保険適用に係る審査支払事務委託料の支出について（後期高齢・５月審査分）
1,504

健康局 感染症対策課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症発生動向調査事業用ＥＴＣ高速道路使用料の支出について（４月分）
24,880

健康局 感染症対策課 令和02年06月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 全国集合契約に基づく風しん抗体検査・定期接種実施委託料の支払について（４月実施分）
7,906,637

健康局 感染症対策課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 ＨＩＶ検査用建物賃貸借契約にかかる光熱水費の支出について（５月分）
10,252

健康局 感染症対策課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 エイズ専門相談業務にかかる委託料の支出について（４月分）
61,347

健康局 感染症対策課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土・日曜日HIV等検査業務委託料の支出について（４月分）
10,296

健康局 感染症対策課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土・日曜日HIV等検査業務委託料の支出について（４月分）
308,096

健康局 感染症対策課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土・日曜日HIV等検査業務委託料の支出について（４月分）
10,164

健康局 感染症対策課 令和02年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 大阪市造血細胞移植後の任意予防接種費用（償還払い分）の支出について（令和２年６月８日申請分）
60,850

健康局 感染症対策課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　筆耕翻訳料 外国人結核患者に対する通訳業務委託にかかる筆耕翻訳料の支出について（５月分）
56,320

健康局 感染症対策課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 令和２年度肝炎ウイルス検査事業にかかる検査委託料の支出について（４月分）
4,031,390

健康局 感染症対策課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 令和２年度先天性風しん症候群予防のための風しん抗体検査事業にかかる検査委託料の支出について（４月分）
1,870,957

健康局 感染症対策課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 令和２年度定点医療機関検体搬送業務委託料の支出について（令和２年５月分）
50,160

健康局 感染症対策課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 令和２年度予防接種事業にかかるパンチデータ作成等業務委託料の支出について（５月分）
893,148

健康局 感染症対策課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料の支出について（４月分）
333,212,632

健康局 感染症対策課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 結核予防接種にかかる感染防止対策用「ニトリルグローブＳサイズ外２点」買入にかかる経費の支出について
1,016,400
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健康局 感染症対策課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 風しんワクチン接種費用助成事業用　風しんワクチン接種費用（償還払い分）の支出について（令和２年６月12日口座振替不能分）
19,063

健康局 感染症対策課 令和02年06月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　印刷製本費 エイズ対策普及啓発事業用「エイズのはなし（中学生版）」外１点の印刷経費の支出について
177,457

健康局 感染症対策課 令和02年06月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土・日曜日HIV等検査業務委託料の支出について（５月分）
48,920

健康局 感染症対策課 令和02年06月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 令和２年度予防接種台帳管理システム保守業務委託料の支出について（４月分）
177,100

健康局 感染症対策課 令和02年06月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 令和２年度予防接種台帳管理システム保守業務委託料の支出について（５月分）
177,100

健康局 感染症対策課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（５月分）阿倍野支店分
84

健康局 感染症対策課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（５月分）阿倍野支店分
810

健康局 感染症対策課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 感染症対策事業用携帯電話使用料等の支出について（５月分）
18,216

健康局 感染症対策課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（５月分）阿倍野支店分
1,060

健康局 感染症対策課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（５月分）阿倍野支店分
378

健康局 感染症対策課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（５月分）阿倍野支店分
24,933

健康局 感染症対策課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（５月分）阿倍野支店分
198

健康局 感染症対策課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（５月分）阿倍野支店分
2,970

健康局 感染症対策課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（５月分）阿倍野支店分
1,505

健康局 感染症対策課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（５月分）阿倍野支店分
7,873

健康局 感染症対策課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（５月分）阿倍野支店分
3,104

健康局 感染症対策課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 新型コロナウイルス感染症休日夜間対応携帯電話の短期借入（延長）に係る国際電話通話料の支出について（４～５月分）
10,426

健康局 感染症対策課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（５月分）阿倍野支店分
1,307

健康局 感染症対策課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（５月分）阿倍野支店分
1,200

健康局 感染症対策課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（５月分）阿倍野支店分
8,806

健康局 感染症対策課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（No.762）
4,565

健康局 感染症対策課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（５月分）阿倍野支店分
270,989

健康局 感染症対策課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（５月分）阿倍野支店分
40,740

健康局 感染症対策課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　医療扶助金 予防接種健康被害救済事業に係る医療費・医療手当の支出について（令和２年６月分）
35,380

健康局 環境衛生監視課 令和02年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 民泊関連事業用　保健所環境衛生監視課（旅館業指導グループ）　コピー代にかかる経費の支出について（４月分）
31,474

健康局 環境衛生監視課 令和02年06月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 専門監視事務用市内出張交通費の支出について（４月分）
3,176

健康局 環境衛生監視課 令和02年06月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 民泊関連事業用保健所環境衛生監視課コピー代金の支出について（４月分）
19,259

健康局 環境衛生監視課 令和02年06月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 専門監視事務用揮発油レギュラー注油券料金の支出について（４月分）
21,944

健康局 環境衛生監視課 令和02年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 専門監視事務用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（環境衛生・食品衛生４月分）
210

健康局 環境衛生監視課 令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用有害家庭用品の試買検体買入にかかる経費の支出について（６月22日分）
51,000

健康局 環境衛生監視課 令和02年06月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用有害家庭用品の試買検体買入にかかる経費の支出について（６月24日分）
15,000

健康局 環境衛生監視課 令和02年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 専門監視事務用市内出張交通費の支出について（５月分）
6,500

健康局 環境衛生監視課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度保健所庁舎管理用　環境衛生監視課におけるあべのメディックス自転車置場使用に係る経費の支出について（６月分）
3,600

健康局 環境衛生監視課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 民泊関連事業用　保健所環境衛生監視課（旅館業指導グループ）　コピー代（５月分）について
14,817

健康局 環境衛生監視課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 民泊関連事業用タブレット端末の借入にかかる経費の支出について（５月分）
14,080

健康局 環境衛生監視課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　其他委員等旅費 民泊関連事業にかかる市内出張交通費（会計年度任用職員）の支出について（４月分）
30,384

健康局 環境衛生監視課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 専門監視事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
4,004

健康局 環境衛生監視課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 民泊関連事業用後納郵便料金の支出について（４・５月分）
168

健康局
北部生活衛生監視事務
所

令和02年06月05日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（令和２年４月分）
27,964

健康局
北部生活衛生監視事務
所

令和02年06月09日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　船車修繕料 北部生活衛生監視事務所事業用自動車「なにわ300み1230」のエンジン始動不良にかかる経費の支出について
13,865

健康局
北部生活衛生監視事務
所

令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 北部生活衛生監視事務所管理運営用ガソリン代の支出について（令和２年４月分）
14,927

健康局
北部生活衛生監視事務
所

令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　船車修繕料 北部生活衛生監視事務所事業用自動車「なにわ300み1230」のエンジン始動不良にかかる経費の支出について
86,900

健康局
北部生活衛生監視事務
所

令和02年06月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（令和２年５月分）
23,500

健康局
北部生活衛生監視事務
所

令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）５月分の支出について
400

健康局
北部生活衛生監視事務
所

令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 監視事務所事業用　後納郵便料の支出について（５月分）更新案内通知
18,522

健康局
西部生活衛生監視事務
所

令和02年06月10日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 西部生活衛生監視事務所運営用公用車のガソリン給油代金の支出について（４月分）
30,676

健康局
西部生活衛生監視事務
所

令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 西部生活衛生監視事務所にかかる市内出張交通費の支出について（４月分）
5,800
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健康局
西部生活衛生監視事務
所

令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　備品修繕料 西部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（５月分）
8,580

健康局
西部生活衛生監視事務
所

令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 西部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（５月分）
2,180

健康局
西部生活衛生監視事務
所

令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 西部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（５月分）
400

健康局
西部生活衛生監視事務
所

令和02年06月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 西部生活衛生監視事務所にかかるコピー代金の支出について（５月分）
9,016

健康局
西部生活衛生監視事務
所

令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 西部生活衛生監視事務所にかかる後納郵便の支出について（５月分）
9,454

健康局
東部生活衛生監視事務
所

令和02年06月05日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（４月分）
34,265

健康局
東部生活衛生監視事務
所

令和02年06月10日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 東部生活衛生監視事務所事業用揮発油スタンド給油分にかかる経費の支出について（４月分）
18,524

健康局
東部生活衛生監視事務
所

令和02年06月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（５月分）
1,511

健康局
東部生活衛生監視事務
所

令和02年06月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（５月分）
750

健康局
東部生活衛生監視事務
所

令和02年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（５月分）
1,200

健康局
東部生活衛生監視事務
所

令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 東部生活衛生監視事務所事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
22,617

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

令和02年06月01日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　船車修繕料 南東部生活衛生監視事務所運営用「なにわ500ち339」の自動車修理費用の支出について
16,500

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

令和02年06月10日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 南東部生活衛生監視事務所にかかる市内出張交通費の支出について（４月分）
21,788

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

令和02年06月15日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 南東部生活衛生監視事務所運営用公用車のガソリン給油代金の支出について（４月分）
15,013

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 南東部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（５月分）
760

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

令和02年06月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度南東部生活衛生監視事務所における自転車置場の使用にかかる経費の支出について（６月分）
4,800

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 南東部生活衛生監視事務所にかかる後納郵便の支出について（５月分）
6,478

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

令和02年06月05日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　船車修繕料 南西部生活衛生監視事業用「なにわ500め8964」の法定１２ヶ月点検にかかる追加整備経費の支出について
118,591

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

令和02年06月05日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　船車修繕料 南西部生活衛生監視事業用「なにわ500め8964」の法定12ヶ月点検基本整備の実施にかかる経費の支出について
12,650

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

令和02年06月05日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（４月分）
3,635

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

令和02年06月05日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（４月分）
1,590

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

令和02年06月12日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 南西部生活衛生監視事業用石油製品買入経費の支出について（４月分）
19,947

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

令和02年06月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 南西部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金５月分の支出について
430

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

令和02年06月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 南西部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金５月分の支出について
495

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

令和02年06月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 生活衛生監視事務所事業用市内出張交通費５月分の支出について
2,130

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

令和02年06月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 南西部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（５月分）
7,049

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

令和02年06月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（５月分）
3,635

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（５月分）「更新案内用はがき」
6,300

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（５月分）
1,590

人事室 総務課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 一般事務用　電話配線作業業務委託の経費の支出について（令和２年５月26日実施分）
11,825

人事室 総務課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（４月分）
600

人事室 総務課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 一般事務用　庁内端末移設作業業務委託の実施にかかる経費の支出について
88,000

人事室 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（人事室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
2,932

人事室 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（人事室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
710,930

人事室 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用 令和元年度 庁内情報利用パソコン等機器（人事室）一式 長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
116,252

人事室 総務課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　LGWAN接続系利用パソコン等機器一式借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
24,695

人事室 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（５月分　２回目）
2,606

人事室 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（５月分　２回目）
252

人事室 総務課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（５月分　２回目）
794

人事室 総務課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（５月分）
47,898

人事室 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（６月分　１回目）
16,528

人事室 総務課 令和02年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（６月分　１回目）
1,530

人事室 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
69,262

人事室 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（職員カウンセリングルーム、職員人材開発センター　（令和２年５月分）
10,450

人事室 総務課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料等の支出について（令和２年５月分）
6,824

人事室 人事課 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事事務用　外部通報窓口専用ＦＡＸにかかる経費の支出について（令和２年５月請求分）
2,761

人事室 人事課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　手数料 職員衛生管理用　第１種衛生管理者免許試験受験手数料の支出について（７月受験分）
6,800
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人事室 人事課 令和02年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　会費 職員衛生管理用　関西産業健康管理研究協議会事業所会員の継続にかかる年会費の支出について
10,000

人事室 人事課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員疾病対策事業用　大阪市職員定期健康診断受診票（１種）ほか４点印刷の経費の支出について
127,380

人事室 人事課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 厚生一般事務用　市内等出張交通費の支出について（４月口座振替不能分）
1,330

人事室 人事課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員衛生管理用　令和２年度　安全管理者選任時研修の実施にかかる経費の支出について
16,500

人事室 人事課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　令和２年度職員放射線被曝線量測定業務委託（概算契約）の経費の支出について（４月分）
32,384

人事室 人事課 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　会費 職員衛生管理用　令和２年度　安全管理者選任時研修の実施にかかる経費の支出について
154,000

人事室 人事課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　人事監察委員会にかかる報酬の支出について（令和２年５月開催分）
147,000

人事室 人事課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員衛生管理用　衛生管理者免許試験受験対策用テキストの購入にかかる経費の支出について（令和２年７月受験）
4,840

人事室 人事課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　光熱水費 職員相談室　電気代の支出について（5月分）
6,150

人事室 人事課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 職員疾病対策事業用　健康診断結果経年管理システムサーバ機及び周辺装置一式長期借入（その２）の所要経費の支出について（５月分）
34,045

人事室 人事課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　分担金 職員相談事業　職員相談室の管理費及び修繕積立金にかかる経費の支出について（6月分）
236,975

人事室 人事課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 厚生一般事務用　パワーハラスメント専門相談員にかかる報酬の支出について（５月分）
18,000

人事室 人事課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（令和２年４、５月分）
1,854

人事室 人事課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 厚生一般事務用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
3,212

人事室 人事課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員疾病対策事業用　コピー代の支出について（５月分）
2,115

人事室 人事課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 厚生一般事務用　財形貯蓄申込書ほか４点印刷にかかる経費の支出について
204,743

人事室 人事課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事事務用　外部通報窓口専用ＦＡＸにかかる経費の支出について（令和２年６月請求分）
2,851

人事室 給与課 令和02年06月23日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 給与事務用　市内等出張交通費の支出について（令和２年５月分）
8,590

人事室 管理課 令和02年06月04日 一般会計 総務費 諸給与金 諸給与金 共済費　互助会長期給付補給金 令和２年度　長期給付にかかる補給金（互助会交付金）概算交付の支出について（６月期分）
3,467,000

人事室 管理課 令和02年06月08日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 職員手当等　児童手当 職員児童手当の支払について（６月８日支払分）
417,090,000

人事室 管理課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 月途中採用者の給与支給（２－４）
114,075

人事室 管理課 令和02年06月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 月途中採用者の給与支給（２－４）
7,800

人事室 管理課 令和02年06月12日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　建物修繕料 総務事務管理業務用　大阪市人事室管理課分室電話回線断線修繕の実施に係る経費の支出について
19,800

人事室 管理課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　大阪市総務事務センター清掃業務委託　長期継続に係る経費の支出について（令和２年５月分）
46,627

人事室 管理課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　通話録音装置及び通話録音サーバ等周辺機器の長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分）
243,320

人事室 管理課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　入退室管理設備用パソコン長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分）
5,720

人事室 管理課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 諸給与金 諸給与金 恩給及退職年金　退隠料 令和２年６月払　退隠料・遺族扶助料の支出について
1,370,947

人事室 管理課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 諸給与金 諸給与金 恩給及退職年金　遺族扶助料 令和２年６月払　扶助料の未済給付について
78,734

人事室 管理課 令和02年06月15日 一般会計 総務費 諸給与金 諸給与金 恩給及退職年金　遺族扶助料 令和２年６月払　退隠料・遺族扶助料の支出について
11,615,593

人事室 管理課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 旅費　普通旅費 総務事務管理業務用　市内出張交通費の支出について（令和２年５月分）
5,589

人事室 管理課 令和02年06月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理事業用　マイナンバー管理システム機器一式長期借入に係る経費の支出について（５月分）
28,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,132,312

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
10,606,118

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
414,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
1,850,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
471,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
1,696,499

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
303,790

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
203,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
4,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
40,143

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　特別職給 令和２年６月　給与の支給について
3,829,080

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
16,201,983

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
31,163,503

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
11,928,862

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
17,284,490

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
16,898,311
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
25,812,116

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
12,160,862

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
18,845,192

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
25,867,013

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
40,014,466

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
4,777

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
946,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
726,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
1,189,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
1,290,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
547,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
521,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
533,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
316,055

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
508,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
640,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
2,130,648

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
5,579,827

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
3,277,804

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
6,816,009

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
2,906,880

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
2,294,394

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
2,904,672

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
764

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
2,083,088

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
4,431,945

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
4,444,857

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 令和２年６月　給与の支給について
39,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
471,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
869,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
1,008,430

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
1,217,650

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
910,966

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
1,641,675

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
639,850

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
1,258,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
782,850

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
1,598,450

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
2,086,545

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
3,080,454

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
316,931

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
16,560

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
8,946

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
1,774,698

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
436,666

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
494,490
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
366,861

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
616,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
1,744,978

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
2,119,118

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
286,140

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
160,740

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
31,680

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
203,690

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
886,790

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
11,840

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
467,260

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
879,079

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
441,051

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
70,830

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 令和２年６月　給与の支給について
164,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
3,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
699,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
458,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
279,800

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
320,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
508,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
529,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
106,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
892,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
647,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
363,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
44,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
19,555

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和２年６月　給与の支給について
676,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和２年６月　給与の支給について
162,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
6,690

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
3,246,250

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
372,360

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
34,615

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
761,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
16,290

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
372,940

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
544,620

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
43,423

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
1,350,038

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
5,320,984

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
345,294

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
942,036

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
913,848

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
603,432
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
72,381

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
46,793

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
638,464

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 給料　給料 月途中採用者の給与支給（２－６）
341,235

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
61,834,560

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
1,760,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
10,538,496

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　地域手当 月途中採用者の給与支給（２－６）
54,597

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
2,168,800

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
7,935,291

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
1,269,572

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
893,900

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
6,175,345

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
909,208

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
29,088

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
283,910

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
3,636,716

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
290,259

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
201,144

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
540,444

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
6,690

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
361,519

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
441,558

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
416,118

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
2,427,027

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
259,777

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費
特別定額給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
419,601

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
875,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
724,800

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
431,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
701,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
66,198,126

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
615,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
39,855,646

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
434,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
688,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
668,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
36,166,711

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
542,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
85,055,041

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
732,900

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
45,229,185

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 月途中採用者の給与支給（２－６）
195,872

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
61,939,324

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
123,430,745
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
43,173,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
68,729,357

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
46,572,340

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
46,647,635

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
56,807,650

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
42,788,109

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
43,884,845

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
55,852,208

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
66,912,081

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,232,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
44,885,098

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,146,100

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
44,158,007

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
616,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
399,800

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
487,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
790,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
537,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
37,707,848

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
637,800

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
340,900

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
35,306,692

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,034,100

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
703,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
43,998,744

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
73,865,656

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
971,900

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
40,321,487

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
36,863,801

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
686,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
747,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
921,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
1,240,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
33,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
1,556,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
1,053,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
2,223,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
1,259,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
2,160,116

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
3,386,360

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
872,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
32,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
1,622,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
1,175,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
1,074,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
1,379,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
1,622,272



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
20,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
1,162,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
1,021,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
1,518,100

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
1,106,010

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
2,539,100

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
2,268,900

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
1,150,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
1,669,755

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
1,246,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
19,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
19,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
1,179,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
6,218,208

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
126,496

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 月途中採用者の給与支給（２－６）
31,339

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
7,566,746

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
7,192,173

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
98,496

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
6,658,072

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
7,807,568

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
85,968

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
102,048

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
9,307,452

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
7,338,053

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
140,112

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
121,088

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
54,544

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
183,376

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
5,922,157

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
6,099,872

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
158,624

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
77,920

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
101,792

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
165,456

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
7,508,298

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
7,209,323

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
11,122,130

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
11,492,691

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
109,824

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
114,288

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
7,390,237

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
10,287,834

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
6,291,967

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
12,333,729

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
6,777,514
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
110,192

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
119,584

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
69,248

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
69,472

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
7,828,866

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
11,089,522

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
115,776

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
9,481,377

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
7,351,444

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
69,040

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
106,976

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
20,504,204

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
86,800

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
117,264

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
14,182,644

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
197,152

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　宿日直手当 令和２年６月　給与の支給について
6,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
925,450

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
834,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
1,397,450

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
680,450

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
909,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
834,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
834,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
834,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
625,450

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
775,450

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
909,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
700,450

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
775,450

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
925,450

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
775,450

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
834,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
979,650

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
759,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
909,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
775,450

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
732,650

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
677,650

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
625,450

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
925,450

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
7,813,169

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
20,436

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
4,922,933

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
4,864,303

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
2,534

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
4,459,155
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
4,774,657

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
1,514,174

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
2,650,403

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
4,099,295

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
2,735,053

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
2,949,779

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
4,503,187

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
39,701

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
38,761

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
6,423,101

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
4,697

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
3,694,980

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
4,037,150

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
2,198,556

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
9,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
4,608,993

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
6,414

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
4,291

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
6,305,912

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
3,518,098

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
3,723,170

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
5,632,606

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
3,302,729

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
3,176,023

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
2,319

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
12,124

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
1,392,152

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
3,521,677

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
28,179

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
1,396,781

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
866,802

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
538,870

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
390,009

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
609,863

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
1,232,228

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
682,331

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
1,469,148

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
190,080

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
766,539

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
48,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
1,866,045

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
2,063,384

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
1,396,858

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
59,840

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
501,625
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
972,760

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
549,263

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
4,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
1,065,879

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
57,020

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
557,168

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
134,074

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
104,670

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
138,180

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
589,849

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
1,145,766

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
757,411

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
154,660

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
481,073

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
57,510

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
992,068

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
1,208,570

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
161,850

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
1,270

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
440

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
280

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
790

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
3,160

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
160

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
530

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
1,280

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
6,230

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
3,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
320

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
320

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
3,170

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
1,810

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
160

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
320

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
3,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
1,426,470

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
818,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
31,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
87,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
81,900

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
38,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
937,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
754,800

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
1,353,300
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
679,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
1,487,800

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
683,100

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
762,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
1,102,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
3,013,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
1,295,716

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
633,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
1,119,820

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
1,277,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
582,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
1,156,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
1,128,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
842,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
1,878,236

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
889,733

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
846,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
1,068,800

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
2,048,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
51,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
89,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
57,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
119,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
17,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和２年６月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和２年６月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和２年６月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和２年６月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和２年６月　給与の支給について
90,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和２年６月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和２年６月　給与の支給について
60,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 災害補償費　災害補償費 令和２年６月払　公務災害等休業補償費の支給について（北区役所）
175,305

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
278,864

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
330,136

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
145,928

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
275,848

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
312,736

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
284,548

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
143,608

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
344,752

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
310,184

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
309,952

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
319,000
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
313,316

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
264,480

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
324,684

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
344,752

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
341,736

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
321,088

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
294,091

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
322,016

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
264,480

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
264,480

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
321,320

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
12,520,081

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
286,404

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
5,236

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
15,784

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
7,550

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
452,069

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
6,690

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
40,770

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
22,399

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
13,380

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,949,818

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,020,101

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
231,117

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,076,628

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
750,172

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
176,088

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,815,268

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,323,453

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
564,224

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,976,416

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,269,108

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
682,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
631,188

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,547,181

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,263,392

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
374,448

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
344,056

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,462,158

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
284,548

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
72,240

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,921,078

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
955,023

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
779,077

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,210,752
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,534,932

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,833,767

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
3,990,828

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,179,806

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
3,712,070

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,013,802

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
805,504

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
516,780

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,227,386

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,604,995

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,986,845

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
459,940

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
223,648

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,379,040

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,347,183

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,311,936

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
489,288

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
3,087,116

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,329,604

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
9,060

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
76,697

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
171,889

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
66,294

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
8,145

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
133,880

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
65,577

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
6,109

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
6,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
57,221

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
57,469

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
98,008

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
15,417

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
34,325

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
95,205

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
27,869

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
6,690

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
59,365

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
13,381

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
40,307

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
43,232

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
93,188

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
80,015

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
8,145
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
83,629

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
61,925

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
12,276

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
37,385

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
25,920

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
16,872

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
97,609

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
6,690

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
24,436

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
8,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
12,218

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
130,777

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
61,922

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
132,297

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
141,056

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
6,690

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
95,360

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
17,163

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
206,631

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
88,157

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
39,315,242

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
1,150,944

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
6,660,561

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
1,232,750

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
1,811,423

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
691,930

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
792,122

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,253,151

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
36,071

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
508,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
169,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
339,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
339,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
553,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
299,625,594

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
339,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
339,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
169,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
339,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
169,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
169,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
169,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
169,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
169,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
169,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
339,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
8,840,500
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
27,120

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
27,120

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
54,240

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
49,860,980

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
81,360

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
27,120

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
54,240

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
54,240

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
54,240

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
54,240

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
27,120

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
27,120

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
27,120

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
54,240

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
27,120

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
27,120

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
88,592

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
2,897,150

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
5,634

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
2,835

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
15,747,538

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
9,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
62,422

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
47,125

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
8,145

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
6,690

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
6,564

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
15,126

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
6,109

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
11,547

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
13,090

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
16,727

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
28,044

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
19,661

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
4,518,035

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
6,231,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和２年６月　給与の支給について
54,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
696,928

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
24,498,814

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
324,684

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
456,924

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
304,616
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
320,997

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
192,444

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
987,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
15,708

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
62,832

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
11,926

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
15,418

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
954,374

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
55,037

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
30,835

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
8,145

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
17,453

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
32,780

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
26,777

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
56,497

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
21,235

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
6,690

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
53,777

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
5,927,239

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
127,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
980,758

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
55,499

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
236,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
11,980

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
117,679

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
13,068

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
10,056

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
11,524

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
25,710

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
47,720

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
22,891

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
13,032

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
63,320

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
135,535

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
22,680

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
75,011

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
220,117

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
82,138
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
93,236

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
251,784

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
22,824

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 報酬　委員報酬 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
123,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 報酬　委員報酬 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
93,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 給料　特別職給 令和２年６月　給与の支給について
750,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
40,770

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

人事委員会委員費 報酬　委員報酬 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
154,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
21,023,838

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
552,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
3,619,616

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
921,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
716,382

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
17,885

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
189,560

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
528,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
153,546

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
2,056,900

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,564,324

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,682,100

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
762,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
773,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,114,100

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,279,900

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
2,018,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,855,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
473,100

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,209,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,560,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,479,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
603,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
967,100

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,464,100

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 月途中採用者の給与支給（２－６）
140,509

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
135,300,692

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
40,673,027

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
838,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,858,800

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
519,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,086,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,451,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
758,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,776,465

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,302,800

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
132,500
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
4,187,255

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
798,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
6,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
67,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
84,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
45,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
26,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
6,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
63,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
48,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
97,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
26,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
6,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
71,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
74,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
49,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
135,776

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
85,216

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
173,840

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
285,274

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
138,384

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
22,952,810

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
6,809,301

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
191,296

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
128,480

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
267,456

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
162,496

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
221,488

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
98,640

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 月途中採用者の給与支給（２－６）
22,481

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
324,416

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
259,504

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
257,760

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
208,944

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
257,520

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
216,976

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
121,920

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
279,216

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
337,072

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
250,291

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
353,104

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
321,328

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
75,696

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　宿日直手当 令和２年６月　給与の支給について
987,000
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
3,566,250

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
1,271,800

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
53,008

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
15,266,963

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
995,386

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
56,212

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
131,490

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
76,210

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
26,740

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
4,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
169,080

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
25,260

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
2,013,060

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
114,530

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
57,510

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
380,640

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 令和２年６月　給与の支給について
2,486,900

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 令和２年６月　給与の支給について
293,900

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
1,470,650

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
864,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
86,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
2,507,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
28,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
659,192

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和２年６月　給与の支給について
162,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
162,516

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
170,636

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
333,384

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
162,516

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
210,772

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
162,516

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
174,812

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
177,480

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
6,109

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
57,596

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
11,054

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
8,145

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
18,326

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
8,145

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
14,253

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
8,145

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
13,208

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
182,115

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
6,109

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
20,944

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
6,690

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
730,234

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
641,712

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,437,372

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
293,248

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
47,708

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
13,480

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
37,234

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
8,145

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
43,435

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
241,566

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
92,880

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
175,440

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
111,492

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
92,880
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
139,320

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
92,844

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
40,854

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
8,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
17,890

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
13,380

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
192,241

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
178,872

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
198,509

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
142,332

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
275,942

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
446,020

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
189,426

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,638

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
190,877

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
293,222

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
240,004

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
163,908

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
145,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
169,244

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
173,420

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
192,241

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
6,690

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
24,349

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
6,109

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
14,835

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
9,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
12,218

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
69,814

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
12,508

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
5,236

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
12,217

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
15,999

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
5,236

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
5,236
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
5,527

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
14,254

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
6,690

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
15,708

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
6,690

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
18,533

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
8,145

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
221,328

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
4,257,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,435,884

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,018,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,255,040

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
3,730,444

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,732,496

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,224,416

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,270,780

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
3,613,444

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,102,696

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,650,796

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
6,139,648

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,984,796

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
5,666,020

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,987,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
3,336,276

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,976,408

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,726,892

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
3,264,124

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,466,160

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
2,913,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,049,104

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
15,794,509

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
4,443,380

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
5,042,752

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
5,689,197

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,763,664

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
96,869

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
75,196

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
79,358

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
17,745

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
109,468

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
99,378

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
37,816

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
224,250

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
111,556

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
424,137

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
99,290

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
69,376
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
146,842

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
203,967

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
250,974

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
167,024

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
97,827

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
106,668

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
234,319

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
196,404

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
359,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
918,681

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
321,728

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
170,798

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
9,100

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
174,793

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
42,216

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,301,450

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
195,704

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
2,112,459

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
4,610,697

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
370,416

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　費用弁償 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
35,180

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
205,330,501

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
5,962,250

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
34,828,440

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　宿日直手当 令和２年６月　給与の支給について
353,265

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
6,238,087

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
10,570

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
80,322

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
51,468

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
60,858

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
20,381,523

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
30,276

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
3,491

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
38,256

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
82,101

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
3,668

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
248,946

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
67,422

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
341,862

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
458,399

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
66,616

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
16,338

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
21,929

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
137,969

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
15,127
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
51,536

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
3,531,734

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 令和２年６月　給与の支給について
6,280,571

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
226,270

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
142,158

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
18,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
138,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
63,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
9,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
78,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
4,911,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
84,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
17,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
10,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
34,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
999,550

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
2,240

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
30,402

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
20,234

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
2,032

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
53,481

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
59,180

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 災害補償費　災害補償費 令和２年６月払　公務災害等休業補償費の支給について（健康局）
32,620

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,524,346

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
68,076

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
857,124

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
19,170

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
189,552

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
761,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
124,310

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
456,924

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
88,972

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
77,146

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
25,510

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
872,402

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
1,170,710

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,067,664

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
22,690

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
6,820

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
11,480

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
6,034,320

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
363,080

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
817,890

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
548,332
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
9,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
139,830,547

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
137,059,322

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
195,839,771

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
5,372,100

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
2,554,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
2,935,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
32,451,038

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
22,837,315

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
22,335,522

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　宿日直手当 令和２年６月　給与の支給について
793,395

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
2,804,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
3,672,940

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
4,134,421

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
31,467,342

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
1,381,708

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
188,832

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
24,606

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
4,263,060

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
1,163,659

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
1,557,330

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 令和２年６月　給与の支給について
135,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
3,908,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
4,840,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
2,948,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
17,050

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
777,436

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
515,504

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
10,580,599

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
333,384

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
709,572

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
437,552

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
966,512

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
134,096

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
413,772

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
201,144

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
726,160

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
316,564

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
748,084

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
105,298

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
783,928

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
788,104

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
904,001

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
588,932

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
284,548

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
170,636

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
132,240
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
397,416

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
382,220

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
398,228

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
167,968

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
362,964

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
627,792

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
929,412

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
201,144

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
427,419

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
57,595

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
77,815

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
44,128

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
55,270

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
41,593

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
19,199

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
23,235

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
14,399

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
17,162

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
9,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
6,109

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
18,036

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
24,144

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
63,416

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
13,380

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
8,145

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
18,326

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
47,679

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
8,145

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
18,254

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
17,214

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
16,254

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
461,680

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
363,080

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
398,228

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
294,756

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
376,304

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
230,840

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
192,444

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
5,356,042

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
363,080
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
230,840

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,639,342

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
169,244

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
5,416,859

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
364,897

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,904,640

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
349,508

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
7,066,084

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
174,815

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
12,799

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
8,145

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
64,850

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
144,451

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
71,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
138,623

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
8,145

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
333,525

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
6,690

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
15,999

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
9,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
5,236

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
278,640

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
764,016

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
185,760

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
263,800

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
225,837

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
105,298

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
92,910

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
217,347

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
216,636

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
291,315

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
154,800

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
92,880

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
318,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
99,760

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
6,109

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
15,141

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
6,109

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
11,450

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
23,160

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
16,935

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
9,163

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
11,926
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
3,370,289

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
72,240

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
218,427

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
4,160

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
99,410

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,662,696

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
603,008

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
279,842

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
36,784

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
26,204,705

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
1,897,535

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
130,314

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
545,084

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
28,026,586

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
125,900

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,666,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,288,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
206,160

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
266,592

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
20,144

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
48,644

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
78,431

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
503,757

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
4,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
483,991

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
973,450

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
15,903,178

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,727,563

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
374,407

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
129,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
20,688

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
605,459

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　費用弁償 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
981

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
79,122

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　費用弁償 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
2,162

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　其他委員等旅費 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
4,705

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　其他委員等旅費 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
4,145

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
568,618,348

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
23,088,800

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
95,202,480

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
3,323,450

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
13,869,126

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
34,383

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
8,937,524

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
19,900,030

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
10,022,793

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
17,000
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 災害補償費　災害補償費 令和２年６月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
259,284

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
227,592

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
37,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,306,660

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
485,924

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,989,436

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
6,690

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
134,442

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
109,472

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
437,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
98,635,661

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
3,058,800

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
10,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
16,939,460

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
84,752

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
82,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
3,778,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
10,043,053

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
1,074,428

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
1,965,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
783,664

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
3,781

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
61,090

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
21,681,662

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
808,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
3,741,796

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
448,250

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
437,891

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
96,050

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
412,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 職員手当等　単身赴任手当 令和２年６月　給与の支給について
54,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
11,636

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
159,078

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
455,184

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
11,054

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
67,304

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
222,952

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
73,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
108,924

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
32,580

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
20,072

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費
プレミアム付商品券発行
事業費

職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
6,808

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,126,868

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
240,302
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
285,214,588

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
8,133,318

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
123,444,645

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
40,006,865

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
64,593,382

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
5,777

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
332,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
13,623,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
4,864,800

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
1,402,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
1,951,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
1,440,192

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
6,784,635

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
20,948,470

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
11,133,325

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
924

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
48,212,776

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
2,548,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
2,345,050

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
889,800

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
2,676,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
464,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
10,148,062

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
5,920,240

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
244,408

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
3,769,249

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
5,783,905

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
22,071

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
188,770

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
578,271

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
961,023

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
3,246,853

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
4,786,699

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
30,630

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
251,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
51,320

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
263,900

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
4,287,100

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
1,790,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
844,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
2,503,057

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
93,996

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
663,404

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
609,232

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
905,100

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
144,816

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,524
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
57,067

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
102,480

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
36,653

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
456,924

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
456,924

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
456,924

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
3,713,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
258,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
3,119,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
163,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
124,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
613,920

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
41,376

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
525,184

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
832,962

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
89,692

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
22,108

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
61,830

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
146,790

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
174,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
71,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
16,458

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
8,145

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
8,145

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
42,179

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
42,470

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
19,490

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
44,595

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
11,054

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
19,199

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
19,932

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
2,221,100

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
310,900

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
20,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
63,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
365,456

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
52,944
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
411,647

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
77,602

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
66,910

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
118,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
8,145

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 河川費 河川費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 河川費 河川費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
696,100

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 河川費 河川費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
59,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 河川費 河川費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
120,896

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 河川費 河川費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
122,141

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 河川費 河川費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
91,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 河川費 河川費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
22,690

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
364,080

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
363,080

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
364,080

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
555,287

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
363,080

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
292,100

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
7,661,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,354,100

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
358,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
6,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
32,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
217,696

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
1,308,192

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
51,856

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
157,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
5,362

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
4,820

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
1,492,556

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
164,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
7,745

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
39,303

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
4,857

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
17,872

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
14,372

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
41,671

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
54,708

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
258,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
41,376

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
10,398



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
11,344

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
10,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
50,616

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　費用弁償 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
460

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
353,452

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
36,183

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
91,017

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
92,418

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
5,712,493

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
21,651,931

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
13,114,734

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
1,083,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
527,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
236,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
3,661,588

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
2,206,756

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
981,808

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
150,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
150,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
161,450

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
831,377

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
1,533,637

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
2,106,066

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
248,843

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
443,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
4,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
284,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
269,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
497,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
29,671

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
544,620

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
129,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
41,765,225

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
1,398,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
20,688

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
7,012,496

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
637,450

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
748,164

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
8,836

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
590,750

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
855,100

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
17,163

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
2,500,500



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
101,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
428,320

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
120,763

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
46,440

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
85,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
66,107,886

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
2,444,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
11,116,505

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
958,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
5,090,862

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
1,595,610

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
620

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
1,656,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
51,150

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,848,642

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
55,934,294

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
2,807,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
9,536,160

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
766,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
1,417,619

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
1,352,840

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
9,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
763,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
284,473

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
9,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
40,652

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
80,387,384

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
2,458,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
13,604,541

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
1,994,550

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
1,840

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
8,776,138

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
1,595,990

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
2,355,111

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,861,452

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
153,856

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
26,180

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
60,965,160

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
1,766,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
10,265,653

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
1,348,350

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
3,113,455

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
371,900
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
1,673,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
9,472

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,044,014,926

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
49,653,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
176,724,760

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
11,301,150

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
137,987,831

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
33,987,337

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
21,765,020

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
28,973,376

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
1,208,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
17,298,763

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和２年６月　給与の支給について
1,062,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 令和２年６月払　公務災害等休業補償費の支給について（消防局）
39,321

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
6,369,450

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
456,924

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
274,537

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
1,324,410

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
150,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
35,590

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
99,610

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
41,775

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 委員費 報酬　委員報酬 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
421,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 委員費 旅費　費用弁償 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
3,290

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 給料　特別職給 令和２年６月　給与の支給について
816,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
156,214,567

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 給料　教員給 令和２年６月　給与の支給について
67,774,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
7,080,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
37,922,814

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
5,545,983

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
24,086,508

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
35,399

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
3,495,813

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 令和２年６月　給与の支給について
106,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
4,292,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,428,568

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
3,707,956

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
74,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
498,883

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
3,266,041

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
923,291

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
303,506

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
790,772

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
80,900

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
8,145

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
23,525
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
43,560

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
870,864

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
2,560

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
32,640

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
130,702

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
384,888

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
94,147,461

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
3,165,836

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
29,670

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
4,116,956

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,077

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
124,150

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
56,271

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
234,900

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
229,680

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,250,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,264,052

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
8,071

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
121,449

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,816

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,680

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
230,956

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,050,612

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
907,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
65,745

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
9,720

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
562,222

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
40,271

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
181,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
14,959

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
227,592

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
16,163,436

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
4,910,744

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
682,990

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
6,690

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
450,045

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
687,648

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
363,080

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
22,398

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
456,924

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
761,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,367,292

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
379,900

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
46,338

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
38,952
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人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
2,637,693

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
99,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
467,840

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
161,450

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
266,667

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
54,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 令和02年06月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
4,112,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
168,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
698,048

人事室 管理課 令和02年06月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
82,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
67,169

人事室 管理課 令和02年06月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
380

人事室 管理課 令和02年06月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
89,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
667,696

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
4,344,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
5,219,800

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
3,031,937

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
2,946,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
2,190,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
3,567,259

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
2,879,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
3,056,454

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
2,826,487

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
2,300,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
3,208,855

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
3,121,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
4,719,436

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
3,491,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
5,775,697

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
3,209,900

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
3,414,900

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
3,650,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
4,047,584

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
5,189,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
7,070,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
5,033,522

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
13,906,579

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
2,802,759

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
4,920,658

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
203,511

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
273,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
69,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
134,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
179,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
207,000



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
68,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
205,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
124,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
185,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
141,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
175,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
183,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
52,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
90,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
42,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
144,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
48,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
72,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
94,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
62,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
341,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
71,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
32,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
775,029

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
482,976

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
467,552

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
580,608

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
2,304,844

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
460,637

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
864,848

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
379,504

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
527,520

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
545,978

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
503,511

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
500,230

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
524,544

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
358,224

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
593,801

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
832,425

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
575,024

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
617,488

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
700,336

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
874,032

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
448,441

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
1,160,560

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
827,923

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
658,653

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
956,911

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
157,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
75,000
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人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
1,772,151

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
140,190

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
124,270

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
212,960

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
32,935

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
98,010

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
12,800

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
64,780

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
79,590

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
14,254

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
97,627

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
58,900

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
14,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
359,630

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
59,510

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
4,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
57,510

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
58,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
31,975

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
185,630

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
16,627

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
57,020

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
57,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
150,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
27,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
173,900

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
81,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
89,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
319,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
113,800

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
53,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
84,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
117,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
29,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
58,500
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人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
117,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
100,581

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
59,597

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
463,134

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
397,496

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
324,684

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
74,328

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
811,058

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
77,370

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月分　特別職非常勤職員の報酬等の支給について
74,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
100,581

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
242,172

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
436,615

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
268,508

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
72,240

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
105,298

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
260,096

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
3,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
5,880

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
10,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
16,460

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
36,652

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
6,200

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
5,436

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
9,890

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
9,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
40,434

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
20,617

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
77,984

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
8,145

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
405,197

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,326,844

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
761,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,006,728

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
695,948

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
567,481

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
46,422

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
456,924

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
456,924

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
549,002

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
700,656

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
761,540

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
750,172
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人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
589,164

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
873,032

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
298,816

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
797,152

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
549,804

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
806,286

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
828,620

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
609,232

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
895,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
511,104

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
662,092

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
37,451

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
63,038

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
38,544

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
51,111

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
25,125

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
45,379

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
6,654

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
37,813

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
88,397

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
50,468

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
7,280

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
60,216

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
28,893

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
17,309

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
22,980

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
40,172

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
46,915

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
19,163

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
31,578

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
83,536

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
14,835

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
34,562

人事室 管理課 令和02年06月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
91,044

人事室 管理課 令和02年06月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
428,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
25,087,004

人事室 管理課 令和02年06月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
1,327,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
80,592

人事室 管理課 令和02年06月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
4,263,457

人事室 管理課 令和02年06月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
236,450

人事室 管理課 令和02年06月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
1,398,401

人事室 管理課 令和02年06月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
921,025

人事室 管理課 令和02年06月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
340,900

人事室 管理課 令和02年06月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
780,788

人事室 管理課 令和02年06月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 災害補償費　災害補償費 令和２年６月払　公務災害等休業補償費の支給について（中央卸売市場南港市場）
65,048

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
980,400
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人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
353,000

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
668,300

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
563,200

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
839,470

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
669,000

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
615,400

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,232,900

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
555,400

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,005,100

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
916,593

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
714,100

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
648,300

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
637,300

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
649,400

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
311,700

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
343,900

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
780,800

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
967,464

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,287,600

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,343,800

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
957,700

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
689,200

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
666,300

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
971,836

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
6,500

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
22,500

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
6,500

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
10,000

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
6,500

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
16,500

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
26,500

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
16,000

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
6,500

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
65,000

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
19,500

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
10,000

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
39,000

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
16,500

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
20,000

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
22,500

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
16,500

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
22,500

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
36,000

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
68,500

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
164,192

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
161,856
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人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
55,024

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
200,384

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
155,493

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
137,915

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
154,794

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
162,624

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
58,080

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
91,504

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
208,656

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
126,528

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
218,608

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
106,288

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
113,168

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
93,712

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
151,454

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
107,648

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
116,896

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
108,864

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
106,208

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
104,944

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
50,912

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
110,272

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
110,240

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
385,182

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
31,680

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
145,840

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
7,100

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
6,900

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
12,700

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
6,200

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
284,548

人事室 管理課 令和02年06月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
25,426

人事室 管理課 令和02年06月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
152,308

人事室 管理課 令和02年06月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
707,800

人事室 管理課 令和02年06月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
36,500
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人事室 管理課 令和02年06月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
119,088

人事室 管理課 令和02年06月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
147,893

人事室 管理課 令和02年06月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
108,710

人事室 管理課 令和02年06月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
20,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
13,527

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
2,882,022

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
2,462,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
2,616,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
2,004,162

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,588,600

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
3,468,724

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,822,374

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
4,327,370

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
2,065,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
3,153,141

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
3,020,095

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
3,594,900

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,200,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,293,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,632,800

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,614,821

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
2,804,900

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,319,074

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
21,611,765

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,950,830

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,636,974

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
2,017,024

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,875,487

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
963,900

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和２年６月　給与の支給について
1,590,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
84,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
20,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
22,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
6,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
65,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
58,611

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
46,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
49,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
20,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
806,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
49,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
6,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
147,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
66,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
121,000
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人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
45,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
52,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
45,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
111,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
98,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和２年６月　給与の支給について
114,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
3,610,921

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
320,665

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
336,243

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
436,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
220,011

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
266,211

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
257,648

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
321,510

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
337,728

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
199,440

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
262,955

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
459,184

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
594,544

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
710,619

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
464,323

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
402,240

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
209,008

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
157,824

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
261,248

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
310,718

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
292,619

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
512,341

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
578,515

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
498,895

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和２年６月　給与の支給について
261,376

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和２年６月　給与の支給について
150,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和２年６月　給与の支給について
3,098,377

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
389,210

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
185,847

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
70,580

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
115,020

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
76,530

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
66,810

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
60,310

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
11,520

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
81,590

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
28,190

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
4,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
66,530

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
94,720

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
54,760
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人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和２年６月　給与の支給について
8,900

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
421,400

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
113,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
77,944

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
26,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
122,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
88,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
91,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
89,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
144,300

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和２年６月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
30,970

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
30,970

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
92,910

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
92,910

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
108,318

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
86,716

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
41,280

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
92,910

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
105,298

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
61,940

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
304,616

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
43,344

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
108,318

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
9,591

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
800

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
16,530

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
12,218

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,700

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
2,000

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
8,145

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
544,620

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
1,073,116

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
45,378

人事室 管理課 令和02年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 令和２年６月　給与の支給について（物件費）
96,250

人事室 管理課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システム用オンラインタイムレコーダ及びサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
1,809,170
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人事室 管理課 令和02年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システム職員証ＩＣカード発行機一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
35,420

人事室 管理課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　総務事務システムサーバ機器等一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
14,687,420

人事室 管理課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システムサーバ機器等一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
8,243,125

人事室 管理課 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システム端末機器等一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
2,948,550

人事室 管理課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　受取人払料金の支出について（令和２年５月分）
198

人事室 管理課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　後納郵便料金の支出について（令和２年５月分）
193,858

人事室 管理課 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　令和２年度大阪市総務事務センター機械警備業務委託に係る経費の支出について（令和２年５月分）
22,000

人事室 管理課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 総務事務管理業務用　電気料金の支出について（令和２年５月分）
567,256

人事室 管理課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 負担金、補助及交付金　分担金 総務事務管理業務用　大阪市総務事務センターに係る管理費及び修繕積立金の支出について（令和２年７月分）
824,912

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 議会費 議会費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
371,258

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
395,215

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
27,927

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
59,942

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（事業主負担金端数調整分）
5,878,049

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　磁気テープファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（５月分）
8,580

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市人事室eLTAX用パソコン長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
7,095

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
130,358

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
85,334

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
65,163

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
840,687

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
105,502

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
92,434

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
190,656

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
54,303

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
77,695

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
406,493

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
145,782

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
772,647

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
646,141

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
88,197

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
34,133

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
139,486

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
77,575

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
105,502

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
139,635

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
108,605

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
200,920

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
43,442

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
206,350

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
108,605

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
65,163

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
170,665

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
173,768

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
231,175

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
107,054

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
186,180

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
108,605
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人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
137,845

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
66,715

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
300,991

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
155,150

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
242,034

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
148,944

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
74,472

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
201,278

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
26,376

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
1,648,442

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
54,243

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
50,029

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
201,696

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
78,889

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
29,240

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
389,697

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
283,986

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
499,466

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
136,532

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
159,686

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
89,689

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
26,316

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
133,431

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
109,560

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
177,826

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
58,480

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
141,545

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
347,494

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
24,824

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
60,449

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
63,373

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
27,778

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
428,965

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
160,164

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
21,930

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
181,526

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
294,273

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
424,069

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
179,520

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
29,479

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
305,528

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
224,223

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
336,379

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
186,914

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
29,240

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
181,526

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
168,696
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人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
88,466

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
83,334

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
559,952

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
343,390

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
262,772

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
309,568

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
132,637

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
440,062

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
1,195,789

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
4,603,613

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
94,475

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
24,824

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
27,927

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
122,569

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
49,330

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
10,220

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
380,286

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
93,521

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
48,216

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
77,695

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
212,710

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
23,392

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
98,720

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
10,220

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
620,512

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
40,339

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
11,753,410

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
507,180

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
24,854

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
270,064

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
580,693

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 健康費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
226,519

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
127,564

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
52,752

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
182,469

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
29,479

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
181,526

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
60,091

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
1,064,453

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
74,472

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
593,986

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
26,376

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
1,098,963

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
154,734

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
1,325,317

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
114,513

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
47,474
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人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
682,538

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
623,133

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
2,266,777

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
51,200

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
121,018

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
427,263

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
219,896

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
51,230

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
4,359,282

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
548,227

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
26,376

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
267,891

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
2,007,035

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
26,376

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 環境費 環境費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
62,060

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
46,545

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
426,723

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
80,678

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
490,274

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
226,519

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
163,306

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
29,479

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
37,236

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
50,522

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
14,308

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
52,692

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
1,289,303

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
65,163

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
122,569

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
77,486

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
196,147

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
27,778

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
32,164

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
26,316

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
97,954

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
70,176

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
26,316

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
38,012

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
80,559

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
27,927

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
89,182

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
32,164

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
43,860

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 河川費 河川費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
35,088

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
97,357

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
54,303

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
29,479
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人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
229,594

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
46,784

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
26,316

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
48,246

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
26,376

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
58,957

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
61,404

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
65,163

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
93,568

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
24,854

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
353,687

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
62,060

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
296,756

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
27,927

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
26,376

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
24,854

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 消防費 消防費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
2,118,432

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
31,030

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
1,020,928

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
65,504

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
291,682

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
206,259

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
543,329

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
108,635

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
404,030

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
26,316

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
133,036

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
31,030

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
49,648

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
12,386,255

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
575,211

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
129,209

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
262,751

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
106,726

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
95,493

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
73,070

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
32,164

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
40,339

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
781,915

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
707,222

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
108,158

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
58,480

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
156,494

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
52,781

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
133,310

人事室 管理課 令和02年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
71,638

人事室 管理課 令和02年06月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
29,479
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人事室 管理課 令和02年06月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
119,227

人事室 管理課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
280,823

人事室 管理課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
438,320

人事室 管理課 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
2,164,696

人事室 管理課 令和02年06月26日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
29,479

人事室 管理課 令和02年06月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
31,030

人事室 管理課 令和02年06月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
72,488

人事室 管理課 令和02年06月26日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
31,030

人事室 管理課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（再任用職員事業主負担分）
29,479

人事室 管理課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
52,751

人事室 管理課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
116,215

人事室 管理課 令和02年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 令和２年４月分厚生年金・健康保険料の支出について（会計年度任用職員事業主負担分）
93,896

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 議会費 議会費 事務費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
2,789,332

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
4,341,355

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
3,057,139

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
3,189,343

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
5,201,234

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
6,589,219

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
10,262,689

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
8,897,602

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
6,879,279

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
4,188,571

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
4,874,614

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
55,314

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　インターネット回線使用料の支出について（令和２年５月分）
96,530

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　ひかり電話料金の支出について（令和２年５月分）
167,827

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　令和２年度臨時職員システム運用保守業務委託の経費の支出について
1,612,930

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
16,617,751

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
12,264,099

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
14,768,326

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
2,601,482

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
11,832,564

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
11,494,682

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
14,465,517

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
12,593,648

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
11,561,698

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
18,218,109

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
11,451,955

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
20,174,412

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
16,637,427

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
11,854,229

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
10,918,090

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
9,141,443

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
22,362,062

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
11,803,953

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
9,813,580

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
17,427,047
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人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
9,773,264

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
10,552,717

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
11,438,093

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
17,012,844

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
31,463,081

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
9,716,990

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
10,330,587

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
77,288,088

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
1,536,232

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
129,114

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
5,687,020

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
55,548,779

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 健康費 健康費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
54,299,932

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
123,228,353

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 環境費 環境費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
148,850,566

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
26,475,012

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
2,787,042

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
17,509,130

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
2,499,124

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
116,715,859

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
1,905,500

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
727,664

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
202,567

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
2,796,997

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
10,849,967

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
10,888,896

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
658,372

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
18,133,484

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
14,531,512

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
21,637,585

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
16,004,002

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 消防費 消防費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
286,234,128

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
59,550,194

人事室 管理課 令和02年06月29日 一般会計 大学費 大学費 管理費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
4,556,380

人事室 管理課 令和02年06月29日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
1,127,690

人事室 管理課 令和02年06月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
28,046,492

人事室 管理課 令和02年06月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
6,695,088

人事室 管理課 令和02年06月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
5,167,831

人事室 管理課 令和02年06月29日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
208,010

人事室 管理課 令和02年06月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金の支出について
19,790,249

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
2,079,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
32,525,629

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 議会費 議会費 事務費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
6,065,125

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
14,731,523

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
41,424,636

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
52,660,559

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
37,549,942



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
18,771,758

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
53,216,237

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
55,133,788

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
33,293,878

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,613,469

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
55,268,252

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
60,980,156

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
50,931,469

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
16,268,282

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,531,616

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,732,263

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
15,955,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
36,531,336

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
7,797,404

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
37,837,383

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
57,355,559

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
14,191,032

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
10,990,418

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
10,303,722

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
19,461,587

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
21,708,173

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
9,996,268

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
14,731,215

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
6,663,337

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
9,736,206

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
7,116,478

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
14,144,031

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
363,050

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　大阪市総務事務センター運営事業に関する包括的業務委託　長期継続に係る経費の支出について（令和２年５月分）
59,540,676

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　令和２年度臨時職員システムサーバ機器一式（その２）継続借入の経費の支出について（５月分）
341,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
742,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
590,004

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
363,616

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
3,669,180

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
800,678

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
891,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
588,345

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
297,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
297,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
118,800

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
18,693,047

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
18,136,104

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
12,366,458

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,157,797
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人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
34,851,227

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
25,460,781

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,297,932

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
36,267,830

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
22,554,299

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
34,155,868

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
5,929,603

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
887,720

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
3,545,792

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
576,432

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
196,115

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 月途中採用者の給与支給（２－７）
78,340

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 月途中採用者の給与支給（２－７）
167,054

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 月途中採用者の給与支給（２－７）
156,245

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 月途中採用者の給与支給（２－７）
24,999

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 月途中採用者の給与支給（２－７）
12,534

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 月途中採用者の給与支給（２－７）
26,728

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
20,588,232

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
34,020,437

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
24,145,990

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
882,715

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,193,802

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
8,487,884

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
52,842,837

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
14,818,725

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
18,658,660

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
24,627,806

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,186,535

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
24,994,628

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,437,338

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,042,927

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,495,441

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
21,794,753

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
42,445,167

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,009,671

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,680,325

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
8,985,975

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
25,871,279

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
21,278,257

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
36,553,697

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
63,476,786

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
8,286,170

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
946,702

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
23,406,983

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
84,679,150

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
47,343,616

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,931,231
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人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
24,291,788

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
28,655,545

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
45,938,027

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
106,616,522

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
30,922,784

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
15,413,849

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
17,048,912

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,414,249

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,113,386

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,477,507

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
8,311,566

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,486,370

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
8,580,217

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
17,052,801

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
22,264,213

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,328,577

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
8,190,093

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,651,191

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
42,360,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
778,450

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
577,884

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,505,746

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
14,366,570

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,892,717

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
14,881,078

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
6,425,075

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
20,808,746

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
19,394,122

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
7,236,217

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,846,844

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
40,091,107

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
7,383,113

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
8,099,470

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
529,387

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,545,861

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
605,754

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
16,274,847

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
12,869,075

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
736,923

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
43,493,811

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
28,082,973

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
10,878,235

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
13,620,855

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,621,072

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
63,067,216

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
30,650,934

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
26,871,307
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人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
6,905,995

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
20,640,294

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
20,208,350

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
36,496,242

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
24,823,907

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,130,679

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
371,974

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,353,144

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
25,438,575

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
14,372,918

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
58,612,669

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
35,224,075

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
18,331,101

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
32,729,909

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
791,610

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
7,303,841

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,623,851

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,145,117

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
834,527

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,109,645

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,184,112

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
548,044

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
954,486

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,754,605

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
595,111

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
616,057

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,031,811

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
657,258

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
13,727,790

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
879,034

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,142,931

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
822,370

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
935,999

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,424,227

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
810,986

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,153,209

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,055,612

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
609,717

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
661,370

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
475,073

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
621,309

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,139,555

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
35,104,270

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
26,117,286

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
12,705,492

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
46,591,926

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
18,692,725
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人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,102,407

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,563,577

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,372,998

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
19,766,963

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
21,503,979

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,920,341

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
16,067,328

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
26,036,531

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
19,284,106

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,135,944

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,420,504

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
40,104,770

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
18,325,568

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,664,985

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
16,178,547

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
8,430,185

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,743,870

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
6,525,338

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
40,714,184

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
20,039,137

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,343,068

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
343,628

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
31,706,815

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
746,341

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
19,504,380

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
18,778,426

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
14,247,815

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
19,197,322

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
22,049,621

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,824,275

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,207,112

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
22,086,962

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
16,002,728

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
914,219

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
17,276,470

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,320,585

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,924,490

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,066,237

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
12,550,367

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
371,974

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
18,175,249

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
16,192,911

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,549,146

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,177,334

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,012,521

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
22,107,137

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
19,355,306
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人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
6,084,830

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
15,566,333

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
12,949,086

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,405,957

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
25,784,638

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
21,751,960

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
20,107,368

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
22,129,047

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,624,023

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
25,501,587

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
634,256

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
12,839,135

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
600,273

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
10,118,114

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,086,722

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
276,961

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
21,838,862

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
10,155,668

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
45,389,233

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
17,514,742

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,332,037

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
20,055,891

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
6,509,756

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
19,699,069

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
12,819,487

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
10,959,061

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,452,772

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
23,503,085

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
18,001,742

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
24,780,346

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
10,664,335

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,195,371

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,832,032

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
18,679,743

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,646,222

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
10,441,977

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,981,376

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,667,016

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
25,385,221

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
13,462,179

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,123,933

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
14,289,465

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
22,266,820

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,339,039

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
30,763,009

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
14,736,018

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,539,602
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人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,759,004

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,776,933

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,154,962

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
46,221,128

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
610,729

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
276,961

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
519,255

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,797,989

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,436,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
464,808

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
465,148

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
20,563,626

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
22,641,737

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
13,445,540

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
7,757,233

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
25,375,695

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
22,784,210

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,714,548

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
276,961

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,521,761

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
12,825,969

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,605,014

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
10,653,193

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,575,835

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
6,205,536

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
25,780,326

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
55,157,994

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
19,949,038

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
25,937,196

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,557,549

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
24,618,113

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
21,947,414

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
37,043,804

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
23,014,367

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
39,785,982

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
32,268,720

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
25,284,346

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
20,010,044

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
19,275,888

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
21,624,969

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
24,178,894

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
23,511,337

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
35,256,936

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
25,251,985

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
29,626,557

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
23,590,442

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
23,702,695



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報
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人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
3,942,596

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
35,380,311

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
29,312,868

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
23,228,476

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
23,160,210

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
19,091,520

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
65,416,034

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
20,176,456

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
44,745,133

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
117,624

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
107,580

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
109,933

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
118,800

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
118,800

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
225,114

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
114,276

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
103,147

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
237,600

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
103,147

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
118,800

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
11,178,912

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
231,900

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
103,147

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
112,014

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
103,147

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
103,147

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
103,147

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
116,447

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
118,800

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
103,871

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
142,279

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
108,756

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
103,147

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
118,800

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
228,733

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
118,800

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
103,147

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
116,447

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
107,580

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
237,600

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
237,600

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
116,447

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
107,580

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
221,947

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
113,100

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
114,276

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
227,556
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人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
116,447

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
118,800

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
118,800

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
2,178,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
103,147

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
495,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
497,073

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
833,093

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
820,313

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
346,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
343,370

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
198,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
445,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
369,949

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
400,788

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
346,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
198,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
378,432

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
171,685

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
154,494

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
292,589

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
578,166

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
145,559

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
594,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
891,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
394,650

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
192,088

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
145,559

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
346,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
373,116

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
171,685

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
297,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001
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人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
517,771

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
299,940

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
502,502

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
171,685

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
582,916

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
103,147

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
596,375

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
156,892

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
320,185

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
356,174

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
320,185

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
161,054

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
139,520

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
1,063,365

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
444,527

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
742,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
171,685

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
198,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
171,685

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
328,554

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
867,701

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
141,375

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
731,416

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
140,017

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
359,054

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
365,199

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
174,400

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
267,300

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
993,038

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
460,767

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
19,460,667

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
298,359

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
13,972,177
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人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,523,143

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
26,456,393

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
23,219,664

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
24,987,034

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
21,672,349

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
851,604

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
530,975

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
236,002

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
297,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
531,003

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
457,730

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
137,879

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
233,780

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
21,205,910

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
17,096,922

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
30,260,629

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
24,677,074

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
53,992,755

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
231,028

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
14,099,031

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
19,809,619

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
14,472,875

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
14,871,008

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
137,879

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
231,028

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
464,808

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
41,188,565

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
38,524,202

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
26,951,733

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,059,951

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
24,823,835

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
51,342,471

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
13,051,547

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
231,028

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
27,871,021

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
24,049,746

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,525,952

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
37,318,540

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
19,966,812

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
25,281,976

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
19,382,485

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
457,730

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
12,936,907

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
231,028

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
231,028

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
457,730

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
38,419,086
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人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
807,056

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
35,643,751

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
226,702

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
231,028

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
47,203,490

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
464,808

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
45,442,067

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
12,465,063

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
693,084

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
17,511,592

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
31,528,657

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
15,394,839

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
160,544,278

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
297,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
474,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
710,003

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
198,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
445,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
594,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
1,601,003

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
346,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
594,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
1,245,002

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
622,501

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
2,665,535

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
198,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
413,003

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
1,572,502

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
198,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
297,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
297,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
1,595,008

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
738,504

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
919,501

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
297,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
594,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
445,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
891,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
442,559

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
2,157,378

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
297,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
978,502
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人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
1,039,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
445,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
297,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
1,188,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
618,090

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
198,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
297,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
651,002

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
297,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
297,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
445,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
297,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
16,394,772

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
3,173,277

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
47,072,092

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
6,696,456

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,182,840

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
11,967,480

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,700,110

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,918,584

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,421,749

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,815,981

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,303,286

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,668,390

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,303,905

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,692,258

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
739,307

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
20,250,148

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,167,222

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,708,833

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
371,974

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,059,991

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,209,465

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,346,532

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,531,488

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,407,872

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,202,967

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,461,521

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,763,207

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,069,400

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
28,888,067

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
16,295,296

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
21,382,927
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人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
14,717,596

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
49,582,842

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,667,879

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
676,113

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,854,811

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
26,668,132

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
33,825,939

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
43,963,454

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
27,365,691

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
37,387,973

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
28,849,896

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
276,961

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,839,464

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,399,850

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,920,774

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
8,502,442

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,394,081

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,761,312

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,781,882

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,813,323

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,756,462

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
44,479,046

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,573,100

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,612,427

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,698,463

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
19,536,177

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
36,398,548

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,560,993

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
31,058,315

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,460,255

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
114,714,501

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
141,601

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
170,441

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
173,043

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
196,115

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
211,270

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
158,453

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
158,453

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
141,601

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
166,370

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001
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人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
171,685

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
604,744

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
285,916

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
297,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
697,485

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
171,685

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
138,773

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
159,810

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
236,002

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
236,002

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
169,084

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
174,400

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
236,002

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
161,054

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
266,915

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
165,012

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
141,375

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
383,295

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
215,794

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
1,634,630

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
9,528,091

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
2,745,542

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
2,968,339

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
2,809,473

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
1,938,235

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
1,075,126

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
2,535,244
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人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
1,022,874

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
2,198,772

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
1,782,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
2,168,801

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
3,973,758

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
3,769,138

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
2,197,414

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
2,214,199

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
3,485,983

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
5,357,194

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
1,742,717

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
1,721,038

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
3,145,084

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
1,228,376

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
5,123,002

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
5,966,583

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
3,392,539

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
4,309,106

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
3,238,950

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
1,413,407

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
2,928,002

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
267,300

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
2,134,190

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
1,521,756

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
2,970,902

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,512,042

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
63,987,094

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
69,495,064

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
58,694,083

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
32,828,438

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
116,846,116

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
45,760,786

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
91,300,766

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,025,686

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
97,622,844

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 健康費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
112,267,904

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
297,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
445,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
742,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
1,040,970

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
762,820

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
5,883,450

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
354,002

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
534,622

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
8,226,589
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人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
53,007,451

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
32,501,538

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,700,984

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,142,460

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,669,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
22,976,694

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
15,482,654

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
16,446,045

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
37,107,359

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
19,448,713

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
75,797,552

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
12,233,744

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
168,081,579

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
12,761,220

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,919,722

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
8,510,993

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
17,736,055

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
15,462,598

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
23,099,958

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
12,417,359

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,152,058

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,023,898

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
13,854,610

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
13,462,230

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
15,502,327

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,212,934

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,024,659

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
17,543,815

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,432,986

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
12,028,869

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
16,882,774

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
15,610,992

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
6,458,758

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,771,702

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,267,436

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,772,292

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
12,802,182

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,842,120

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,007,538

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
15,945,985

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,138,434

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,159,603

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,543,240

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
14,633,489

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,381,296

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
16,167,204

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
8,735,552
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人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,473,652

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
14,315,830

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,748,658

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,601,271

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
12,374,709

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
12,830,168

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
17,067,917

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
7,767,275

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
6,410,950

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
8,762,171

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
14,370,545

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
10,882,320

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
14,279,215

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
76,133,198

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,506,920

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
8,364,935

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,465,457

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
7,544,355

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
12,985,293

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
10,257,417

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
15,266,505

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,466,157

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
10,746,601

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
10,009,604

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,334,958

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
14,796,974

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
244,448,955

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
325,049

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
351,853

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
897,785

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
370,515

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
196,115

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
568,213

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
387,480

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
297,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
166,370

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
9,674,258

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
196,115

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
942,347

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
708,004

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
308,649

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
585,404

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
566,969

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
574,207

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
163,768

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
198,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
353,889
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人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
375,830

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
742,839

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
432,991

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
130,743

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
372,664

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
692,984

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
452,324

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
153,589

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
481,125

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
153,589

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,161

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
385,519

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
460,767

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
153,589

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
153,589

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
153,589

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
153,589

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
153,589

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
173,947

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
153,589

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
629,407

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
153,589

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
153,589

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
153,589

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
327,536

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
153,589

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
153,589

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
327,536

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
788,303

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
153,589

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
2,950,018

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
303,898

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
153,589

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
153,589

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
153,589

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
481,125

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
327,536

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178
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人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
153,589

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
153,589

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
4,920,517

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
169,084

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
354,002

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
340,769

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
354,002

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
388,271

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
354,002

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
141,601

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
354,002

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
165,012

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
236,002

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
331,496

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
305,029

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
339,299

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
634,714

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
742,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
3,227,188

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
1,074,718

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
292,589

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
406,140

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
398,789

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
394,378

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
306,160

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
599,654

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
453,416

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
453,416

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
548,646

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
453,416
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人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
448,326

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
422,698

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
301,750

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
436,790

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
607,005

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
453,416

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
559,729

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
453,416

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
673,848

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
453,416

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
453,416

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
452,398

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
453,416

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
453,416

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
453,416

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
453,416

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
460,767

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
460,767

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
453,416

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
406,140

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
453,416

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
406,140

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
607,005

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
307,178

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
14,704,906

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
2,437,866

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
28,285,950

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
189,941,906
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人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
17,427,894

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
58,766,522

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
45,539,218

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,214,128,167

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
303,361,774

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
221,902

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
2,248,991

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
2,914,697

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
473,775

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
59,689,935

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,860,706

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,503,023

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,123,058

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,048,358

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
56,671,013

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
35,299,659

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
18,768,198

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
14,444,099

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
51,167,325

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
46,381,649

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
55,615,636

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
447,196

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
22,488,909

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
24,528,084

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
4,273,529

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
236,002

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
443,804

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
106,200

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
217,378

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
297,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
54,399,442

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
25,550,004

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,873,049

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
137,513,653

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
63,715,998

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,356,336

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
83,690,474

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
708,314

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
47,027,360

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
19,043,245

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
26,564,260

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
109,480,444

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
39,256,334

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
23,822,333

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
10,624,537
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人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
34,266,633

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
63,136,873

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
38,153,736

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
61,078,827

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
75,729,190

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
6,881,197

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
23,934,542

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
23,592,556

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
26,421,849

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
13,674,324

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
75,940,234

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
25,854,531

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
31,946,342

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
99,197,206

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
19,735,759

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
13,340,120

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
695,836

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
16,438,242

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
33,155,837

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
77,458,380

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
33,794,008

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
25,139,801

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
14,640,323

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
244,636,968

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
36,648,508

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
4,900,607

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
1,023,666

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
705,641

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
643,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
198,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
445,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
198,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
7,227,980

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,671,490

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
737,120

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,094,087

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,699,841

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
346,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
346,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
198,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,718,532

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,416,024

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
544,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500
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人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
836,222

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
785,008

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
3,745,256

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
917,397

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
198,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
6,126,837

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
1,344,467

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 河川費 河川費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,689,033

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 河川費 河川費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
198,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 河川費 河川費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
316,605

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
531,003

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,201,569

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
12,045,591

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,728,813

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
354,002

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,846,293

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
857,648

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
354,002

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
354,002

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
354,002

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
5,355,568

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
292,476

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
344,615

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
297,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
396,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
30,139,986

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,352,463

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
8,103,031

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
28,459,512

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
25,800,506

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,151,895

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
16,935,784

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
22,340,506

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,473,952

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
34,271,715

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
146,238

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
14,728,974

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
32,526,099

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
21,402,386

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
354,002
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人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
13,877,444

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
22,952,736

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,622,122

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,114,960

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,494,335

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
1,406,020

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,184,557

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
823,576

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,350,274

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,265,188

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
7,777,944

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
6,119,390

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
6,928,855

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,525,858

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,217,793

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,449,860

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
7,077,559

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
14,831,983

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,848,851

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,262,748

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,035,685

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
6,732,427

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
23,255,388

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
23,363,982

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,559,107

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,035,831

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
8,088,292

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,030,217

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,797,487

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,264,708

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,455,239

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
979,617

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
36,053,749

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
15,133,546

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
553,922

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,111,144

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,055,471

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
297,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
12,369,937

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,525,327

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
6,547,414

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,667,869

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
22,841,025

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,225,674

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,662,412

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
19,961,443

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,156,447



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,763,508

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,343,015

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,529,420

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,381,448

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,422,991

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
35,343,398

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,148,211

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
346,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
8,020,753

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,903,787

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,445,042

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
31,083,816

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
45,752,116

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
836,782

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
99,137,307

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
48,962,177

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,014,662

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
36,150,774

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
44,883,862

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
1,814,911

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
47,762,489

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
371,974

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
35,673,359

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
23,308,240

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
14,270,832

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
18,098,762

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,155,149

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
28,320,362

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
559,467

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
34,347,386

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
17,457,653

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
102,822,530

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
110,670,362

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
64,398,415

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
89,882,413
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人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
130,233,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
95,083,461

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
92,410,268

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
85,067,398

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
151,322,560

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
190,356,638

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
79,664,877

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
35,016,813

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
50,707,055

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
48,046,202

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
92,452,309

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
130,310,626

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
93,645,152

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
108,434,397

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
13,849,235

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
98,780,565

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
40,339,128

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
83,588,539

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
108,053,108

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
111,314,843

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
83,039,848

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
81,883,641

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
94,062,854

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
73,358,747

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
66,314,489

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
219,182,298

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
122,294,313

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
565,586,396

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
445,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
445,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
145,559

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
297,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
1,389,880

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
8,278,044

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
64,504,319

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
42,240,283

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
54,719,662

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
30,238,396

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
56,137,777

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
94,842,628

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
64,396,325

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
18,658,592

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
93,221,817

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
38,388,986

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
6,591,231

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
42,642,387

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
21,103,959

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
20,309,864

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
126,144,111

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
891,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
335,416

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
3,654,366

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
588,345

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
771,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
1,819,436

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
874,148

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
297,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
49,593,117

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
4,132,023

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
1,291,448

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
1,593,122

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
222,861

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
216,811

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
944,006
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人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
663,782

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
219,119

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
445,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
177,001

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
221,902

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
11,536,860

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
4,688,963

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
354,002

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
726,327

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
445,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
792,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
370,402

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
1,407,075

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
8,384,900

人事室 管理課 令和02年06月30日 一般会計 大学費 大学費 管理費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
1,614,657

人事室 管理課 令和02年06月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
11,894,703

人事室 管理課 令和02年06月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
2,209,339

人事室 管理課 令和02年06月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
651,002

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 月途中採用者の給与支給（２－７）
80,890

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 月途中採用者の給与支給（２－７）
12,942

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
7,376,076

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
231,028

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
276,961

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
214,399

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,423,748

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,986,194

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
588,928

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,088,018

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
6,263,190

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
6,685,341

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
509,101

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,393,867

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
938,945

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
870,775

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,326,123

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
832,057

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,537,388

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
7,087,889

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,869,082

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
283,561

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,305,195

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
7,022,756

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
512,758

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,582,990

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,706,499

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
216,954
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人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,564,249

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
36,995,999

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
280,261

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
8,944,081

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
7,559,124

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,208,915

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
831,303

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
276,961

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
6,276,023

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,215,751

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,273,114

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
910,532

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
507,172

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,945,376

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
833,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,551,934

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
514,589

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,065,474

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
963,537

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,793,550

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,531,472

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
376,406

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
942,859

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
6,600,259

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
8,294,680

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
699,585

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
874,676

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,642,153

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
436,238

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,082,014

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,356,139

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
292,773

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
6,370,283

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,002,951

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
7,439,295

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,165,731

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
288,014

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,257,288

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
408,469

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
940,041

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,697,219

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,734,210

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,662,488

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
6,504,615

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,798,004

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
7,496,361

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,155,031



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
9,722,323

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
6,161,837

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
512,758

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
55,637,359

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 別途追給について　７
78,520

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
413,447

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
221,947

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
792,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
145,559

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
297,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
267,300

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
103,147

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
198,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 別途追給について　７
82,680

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
445,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
598,147

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
445,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
594,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
291,345

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
297,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
445,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
731,416

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
594,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
712,800

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
742,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
362,665

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
445,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
237,600

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
742,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
548,466

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
594,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
787,589

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
792,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
429,666

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
2,268,668

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
594,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
297,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
445,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,447,728

人事室 管理課 令和02年06月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,599,873

人事室 管理課 令和02年06月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
68,874,583

人事室 管理課 令和02年06月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
13,936,935



令和２年度（令和２年６月）　公金支出情報
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人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,810,787

人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,019,634

人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,662,265

人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
233,780

人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,553,805

人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,710,057

人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,832,765

人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,356,398

人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,773,433

人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,881,355

人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,818,341

人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
276,961

人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,328,528

人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,808,325

人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,256,912

人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
905,596

人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,035,749

人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,074,839

人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,849,977

人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,756,586

人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,947,918

人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,712,368

人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,764,948

人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,735,648

人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,910,469

人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
911,055

人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,751,762

人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
10,360,455

人事室 管理課 令和02年06月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,253,417

人事室 管理課 令和02年06月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
719,803

人事室 管理課 令和02年06月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
148,500

人事室 管理課 令和02年06月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
376,545

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,384,505

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,096,103

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
7,327,472

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,973,967

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,638,440

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,774,889

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
298,359

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
298,359

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,852,995

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
1,316,434

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
298,359

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,472,129

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
301,914

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
371,974
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人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
298,359

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
501,231

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
7,224,488

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
8,400,464

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
298,359

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
12,155,335

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,945,205

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
842,622

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
3,363,068

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
616,922

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
2,178,232

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
137,879

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
30,075,291

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,888,290

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,541,140

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
943,716

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,685,318

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
894,235

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
6,506,006

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
10,089,749

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
856,700

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,246,868

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
5,171,222

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
286,933

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,269,159

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
301,914

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,393,622

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
7,519,667

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
4,613,051

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
6,435,091

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について
25,408,372

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和２年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
39,491,470

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 別途追給について　８
111,492

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
297,000

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
939,882

人事室 管理課 令和02年06月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

職員手当等　期末勤勉手当 令和２年６月　期末勤勉手当の支給について（物件費）
531,003

人事室 職員人材開発センター 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 一般事務用　職員人材開発センター電気料金の支出について（４月分）
7,524

人事室 職員人材開発センター 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　職員人材開発センター電気料金の支出について（４月分）
276,672

人事室 職員人材開発センター 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用　ＩＰ電話（ひかり）回線使用料の支出について（４月分）
13,197

人事室 職員人材開発センター 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,337

人事室 職員人材開発センター 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 使用料及賃借料　使用料 職員人材開発センター研修用パソコン等機器の長期借入に係る経費の支出について（令和２年５月分）
126,940

人事室 職員人材開発センター 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 一般事務用　令和2年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（５月請求分）
7,087

人事室 職員人材開発センター 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　令和2年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（５月請求分）
14,165

人事室 職員人材開発センター 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 一般事務用　令和2年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（５月請求分）
1,489

人事室 職員人材開発センター 令和02年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 一般事務用　令和2年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（５月請求分）
28,755

人事室 職員人材開発センター 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（５月分）
5,964

人事室 職員人材開発センター 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用　ＩＰ電話（ひかり）回線使用料の支出について（５月分）
12,480
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人事室 職員人材開発センター 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（５月分）
6,490

経済戦略局 総務課 令和02年06月01日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局市場庁舎一般事務用電話代（４月分）の支出について
116,461

経済戦略局 総務課 令和02年06月01日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（大阪城天守閣学芸員室）一般事務用電話代の支出について（４月分）
2,681

経済戦略局 総務課 令和02年06月01日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟）一般事務用電話代の支出について（４月分）
50,736

経済戦略局 総務課 令和02年06月01日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟）一般事務用電話代（FAX分）の支出について（４月分）
2,818

経済戦略局 総務課 令和02年06月01日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（O's棟）一般事務用電話代（FAX分含む）の支出について（４月分）
88,181

経済戦略局 総務課 令和02年06月05日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 令和２年度総務課事務用「一般公益社団・財団法人の実務」の概算買入にかかる経費の支出について（概算契約）
7,392

経済戦略局 総務課 令和02年06月05日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 令和２年度大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（単価契約）（大阪府咲洲庁舎４月分）の支出について
5,225

経済戦略局 総務課 令和02年06月05日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 令和２年度大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（単価契約）（ＩＴＭ棟４月分）の支出について
8,250

経済戦略局 総務課 令和02年06月05日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入（令和２年４月分）にかかる支出について
455,301

経済戦略局 総務課 令和02年06月10日 一般会計 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 令和２年度大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（単価契約）（大学４月分）の支出について
5,225

経済戦略局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
20,000

経済戦略局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
15,600

経済戦略局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
8,995

経済戦略局 総務課 令和02年06月12日 一般会計 大学費 大学費 運営推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和２年度大阪市公立大学法人大阪運営費交付金（通常分）の支出について（第２回・６月交付分）
1,952,000,000

経済戦略局 総務課 令和02年06月15日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局市場庁舎事務用電話代（ＦＡＸ用、５月分）の支出について
9,206

経済戦略局 総務課 令和02年06月19日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 新型コロナウイルス感染症拡大防止措置にかかる手指消毒液の購入経費の支出について
14,300

経済戦略局 総務課 令和02年06月19日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　手数料 新型コロナウイルス感染症拡大防止措置にかかる手指消毒液の購入経費の支出について
250

経済戦略局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入（令和2年5月分）にかかる支出について
12,292

経済戦略局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 経済戦略局市場庁舎における光熱費（電気代）にかかる所要経費の支出について（５月分）
93,761

経済戦略局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（O's棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（５月分）
509,882

経済戦略局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 経済戦略局市場庁舎における光熱水費（水道代）にかかる所要経費の支出について（５月分）
4,435

経済戦略局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（ITM棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（５月分）
173,275

経済戦略局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入（令和2年5月分）にかかる支出について
455,301

経済戦略局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度経済戦略局庁内情報利用環境プリンタ一式（長期借入）（令和2年5月分）の支出について
45,100

経済戦略局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入（令和2年5月分）にかかる支出について
703,679

経済戦略局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入（令和2年5月分）にかかる支出について
38,417

経済戦略局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局ファクシミリ装置一式長期借入（令和２年5月分）にかかる支出について
44,220

経済戦略局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入（令和2年5月分）にかかる支出について
3,630

経済戦略局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（ＩＴＭ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（令和２年５月分）
550

経済戦略局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（Ｏ’ｓ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（令和２年５月分）
1,100

経済戦略局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）（２）一式長期借入（令和2年5月分）にかかる支出について
8,496

経済戦略局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入（令和2年5月分）にかかる支出について
52,420

経済戦略局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度経済戦略局点字パソコン等機器一式長期借入（その２）（令和2年5月分）にかかる支出について
89,650

経済戦略局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度経済戦略局ＡＴＣ庁舎（Ｏ’ｓ棟）における不動産賃貸借経費（令和２年７月分）の支出について
6,292,611

経済戦略局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度経済戦略局ＡＴＣ庁舎（ＩＴＭ棟）における不動産賃貸借経費（令和２年７月分）の支出について
3,787,139

経済戦略局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度中央卸売市場本場業務管理棟にかかる共益費の支出（令和２年６月分）について
2,114,766

経済戦略局 総務課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 負担金、補助及交付金　分担金 経済戦略局倉庫にかかる衛生組合分担金の支出について（令和２年６月分）
6,000

経済戦略局 総務課 令和02年06月26日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料にかかる経費の支出について（５月分）
4,374

経済戦略局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 一般事務用複写関連消耗品（コピー代）経費の支出について（５月分）
171,363

経済戦略局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（５月分）
12,615

経済戦略局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟）一般事務用電話代の支出について（５月分）
55,161

経済戦略局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟）一般事務用電話代（FAX分）の支出について（５月分）
3,294

経済戦略局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（O's棟）一般事務用電話代（FAX分含む）の支出について（５月分）
88,772

経済戦略局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（咲洲庁舎）一般事務用電話代の支出について（４月分）
4,840

経済戦略局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（大阪城天守閣学芸員室）一般事務用電話代の支出について（５月分）
3,847

経済戦略局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局市場庁舎一般事務用電話代（５月分）の支出について
95,706
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経済戦略局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 令和２年度大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（単価契約）（ＩＴＭ棟５月分）の支出について
8,250

経済戦略局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（５月分）
84

経済戦略局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（５月分）
428

経済戦略局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（５月分）
2,716

経済戦略局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 令和２年度大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（単価契約）（大阪府咲洲庁舎５月分）の支出について
5,225

経済戦略局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（５月分）
4,939

経済戦略局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（５月分）
18,013

経済戦略局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（５月分）
84

経済戦略局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（５月分）
4,032

経済戦略局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（５月分）
43,856

経済戦略局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 令和２年度大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（単価契約）（大学５月分）の支出について
5,225

経済戦略局 総務課 令和02年06月30日 一般会計 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（５月分）
240

経済戦略局 施設整備課 令和02年06月19日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局施設整備課事務用市内出張交通費（会計年度任用職員）にかかる支出について（５月分）
180

経済戦略局 施設整備課 令和02年06月19日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局施設整備課事務用市内出張交通費（会計年度任用職員）にかかる支出について（５月分）
3,800

経済戦略局 施設整備課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 経済戦略局施設整備課事務用市内出張等交通費にかかる支出について（４月分）
31,463

経済戦略局 観光課 令和02年06月05日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 需用費　光熱水費 御堂筋（新橋～難波西口）電源設備にかかる電気代の支出について（5月分）
7,660

経済戦略局 観光課 令和02年06月09日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 需用費　光熱水費 御堂筋（大江橋北詰～阪神前）電源設備にかかる電気代の支出について（5月分）
5,823

経済戦略局 観光課 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 負担金、補助及交付金　分担金 府内宿泊者へのキャッシュレスポイント還元事業にかかる経費の支出について
290,000,000

経済戦略局 観光課 令和02年06月18日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度 大阪城公園内特設案内所における観光案内業務の経費の支出について（第１回/全２回）
1,100,000

経済戦略局 観光課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 負担金、補助及交付金　分担金 令和2年度トラベルサービスセンター新大阪の運営事業にかかる経費の支出について（第１回目）
9,549,000

経済戦略局 観光課 令和02年06月26日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料にかかる経費の支出について（５月分）
3,962

経済戦略局 観光課 令和02年06月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 大阪城天守閣の庁内情報パソコンにかかるネットワーク回線使用料の支払いについて（５月分）
20,186

経済戦略局 観光課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便（５月分）の支出について
3,084

経済戦略局 観光課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便（５月分）の支出について
7,571

経済戦略局 観光課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 委託料　委託料 観光バス乗降場の利便性向上事業用　令和２年度日本橋観光バス乗降スペース等における交通誘導警備業務委託料の支出について（５月分）
2,064,700

経済戦略局 観光課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便（５月分）の支出について
344

経済戦略局 文化課 令和02年06月12日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度大阪文化賞・大阪文化祭賞事業にかかる分担金の支出について
1,805,000

経済戦略局 文化課 令和02年06月15日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度文楽を中心とした古典芸能振興事業にかかる分担金の支出について
35,000,000

経済戦略局 文化課 令和02年06月19日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 博物館支援担当用　愛知県への管外出張命令及び同所要経費の支出について（令和２年６月１日実施分）
10,434

経済戦略局 文化課 令和02年06月19日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　印刷製本費 令和２年度「こども本の森　中之島」寄附金募集法人用リーフレット外３点印刷の経費の支出について
114,537

経済戦略局 文化課 令和02年06月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 史跡難波宮跡にかかる電気料金の支払いについて（令和２年５月分）
5,367

経済戦略局 文化課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
220

経済戦略局 文化課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 文化部事務用　後納郵便料金（５月分）の支出について
11,342

経済戦略局 文化課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
740

経済戦略局 文化課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 文化部事務用　後納郵便料金（５月分）の支出について
2,194

経済戦略局 文化課 令和02年06月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（イル・コレッジョ・バロッコ）
40,000

経済戦略局 文化課 令和02年06月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（日豪ダンスプロジェクト実行委員会）
7,000

経済戦略局 文化課 令和02年06月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 令和２年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（Ａ級ＭｉｓｓｉｎｇＬｉｎｋ）
41,000

経済戦略局 文化課 令和02年06月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 博物館支援担当　市内出張交通費（４月分）の支出について
23,886

経済戦略局 文化課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立芸術創造館管理運営業務にかかる委託料の支出について（４月分）
2,166,000

経済戦略局 文化課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 令和２年度大阪市立芸術創造館管理運営業務にかかる委託料の支出について（５月分）
2,166,000

経済戦略局 立地推進担当 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 立地推進担当業務用市内出張等交通費の支出について（令和２年４月分）
9,698

経済戦略局 立地推進担当 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 アジア太平洋トレードセンター光熱費（ビジネスサポートオフィス分）の支出について（５月分）
54,397

経済戦略局 立地推進担当 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 立地推進担当用　アジア太平洋トレードセンター構内配線使用料（ビジネスサポートオフィス用５月分）の支出について
3,300

経済戦略局 立地推進担当 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 立地推進担当用　アジア太平洋トレードセンター賃借料の支出について（ビジネスサポートオフィス７月分）
986,179

経済戦略局 イノベーション担当 令和02年06月10日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する電話回線の使用にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
2,796

経済戦略局 イノベーション担当 令和02年06月18日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 イノベーション担当業務にかかる市内出張交通費等の支出について（４月分）
12,017
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経済戦略局 イノベーション担当 令和02年06月19日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報償費　報償金 令和２年度第２回大阪市イノベーション創出支援補助金検討会委員への報償金の支出について
66,000

経済戦略局 イノベーション担当 令和02年06月19日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル光熱費（令和２年５月分）の支出について
32,590

経済戦略局 イノベーション担当 令和02年06月19日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 負担金、補助及交付金　分担金 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル分担金（令和２年６月分）の支出について
1,080,559

経済戦略局 イノベーション担当 令和02年06月24日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 大阪イノベーションハブにおける電気代の支出について（令和2年5月分）
45,310

経済戦略局 イノベーション担当 令和02年06月24日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 大阪イノベーションハブおける小規模事業所向け通信サービスの使用にかかる経費の支出について（令和２年４月分）
5,225

経済戦略局 イノベーション担当 令和02年06月24日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪イノベーションハブの設置にかかる賃料の支出について（令和２年７月分）
3,124,528

経済戦略局 イノベーション担当 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度大阪デザイン振興プラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（令和２年７月分）
16,307,183

経済戦略局 イノベーション担当 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度ソフト産業プラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（令和2年7月分）
6,943,278

経済戦略局 イノベーション担当 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年ＡＴＣエイジレスセンター事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（令和２年７月分）
29,955,402

経済戦略局 イノベーション担当 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度ＡＴＣグリーンエコプラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（令和２年７月分）
17,839,799

経済戦略局 イノベーション担当 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 イノベーション担当業務にかかる市内出張交通費等の支出について（５月分）
12,542

経済戦略局 イノベーション担当 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 大阪イノベーションハブおける小規模事業所向け通信サービスの使用にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
5,225

経済戦略局 国際担当 令和02年06月05日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度大阪ビジネスパートナー都市交流協議会運営経費の支出について
14,985,000

経済戦略局 国際担当 令和02年06月16日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 負担金、補助及交付金　交付金 大阪国際交流センター事業交付金の支出について（新型コロナウイルス関連の臨時的特別体制分）
3,300,000

経済戦略局 国際担当 令和02年06月16日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 負担金、補助及交付金　交付金 大阪国際交流センター事業交付金の支出について（令和２年度上半期分）
53,117,500

経済戦略局 国際担当 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 国際担当用市内等出張交通費の支出について（４月分）
10,110

経済戦略局 国際担当 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 国際担当用市内等出張交通費の支出について（４月分）
10,990

経済戦略局 国際担当 令和02年06月22日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 国際交流員用住居（北区）にかかる建物賃借料の支出について（６月分）
58,900

経済戦略局 国際担当 令和02年06月22日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 国際交流員用住居（港区）にかかる建物賃借料の支出について（７月分）
58,800

経済戦略局 国際担当 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ輸入住宅促進センター事業にかかる不動産賃借料の支出について（令和２年７月分）
13,611,052

経済戦略局 国際担当 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 国際交流企画用　乾式電子複写機の使用に係る経費の支出について（令和２年５月分）
27,259

経済戦略局 産業振興課 令和02年06月01日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 補償、補填及賠償金　補償金 所管施設にかかる立ち退き補償金の支出について
5,500,000

経済戦略局 産業振興課 令和02年06月12日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　其他委員等旅費 産業振興課（施設管理担当）市内出張交通費等の支出について（令和２年４月分）【産業振興対策事務費】
23,892

経済戦略局 産業振興課 令和02年06月12日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 今里小売市場民営活性化事業施設用地賃借料の支出について（４～６月分）
5,095,030

経済戦略局 産業振興課 令和02年06月12日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 此花小売市場民営活性化事業施設用地賃借料の支出について（５月分）
1,928,744

経済戦略局 産業振興課 令和02年06月15日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 令和２年度もとゆとり健康創造館機械警備業務委託の支出について（４月分）
35,640

経済戦略局 産業振興課 令和02年06月19日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（農業担当）市内出張交通費等の支出について（令和２年４月分）
12,710

経済戦略局 産業振興課 令和02年06月19日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（農業担当）市内出張交通費等の支出について（令和２年４月分）
2,340

経済戦略局 産業振興課 令和02年06月19日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 負担金、補助及交付金　分担金 桜川小売市場民営活性化事業施設建物管理分担金の支出命令について（小売市場施設管理）
5,808

経済戦略局 産業振興課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 第３浪速東（南）工場アパート電力料金の支出について（令和２年５月分）【産業振興施設等管理】
2,099

経済戦略局 産業振興課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 浪速東工場アパート電力料金の支出について（令和２年５月分）【産業振興施設等管理】
1,704

経済戦略局 産業振興課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 第３浪速東（北）工場アパート電力料金の支出について（令和２年５月分）【産業振興施設等管理】
2,654

経済戦略局 産業振興課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 大阪市商店街振興ふるさと寄附金にかかる記念品の購入代金及び配送料の支出について（令和２年５月分）
74,856

経済戦略局 産業振興課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 大阪市商店街振興ふるさと寄附金にかかる管理業務委託料の支出について（令和２年４月分）
73,920

経済戦略局 産業振興課 令和02年06月26日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　其他委員等旅費 産業振興課（施設管理担当）市内出張交通費等の支出について（令和２年５月分）【産業振興対策事務費】
31,715

経済戦略局 産業振興課 令和02年06月26日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 浪速西・第２浪速西工場アパート（駐車場）電力料金の支出について（令和２年５月分）【産業振興施設等管理】
956

経済戦略局 産業振興課 令和02年06月26日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 第２浪速西工場アパート（階段等）電力料金の支出について（令和２年５月分）【産業振興施設等管理】
1,959

経済戦略局 産業振興課 令和02年06月26日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 浪速西工場アパート（階段等）電力料金の支出について（令和２年５月分）【産業振興施設等管理】
3,419

経済戦略局 産業振興課 令和02年06月26日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 浪速西工場アパート（消防設備等）電力料金の支出について（令和２年５月分）【産業振興施設等管理】
1,495

経済戦略局 産業振興課 令和02年06月26日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 第２浪速西工場アパート（消防設備等）電力料金の支出について（令和２年５月分）【産業振興施設等管理】
1,681

経済戦略局 産業振興課 令和02年06月26日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　使用料 タブレット端末使用料の支出について（令和2年5月分）【産業振興対策事務費】
3,962

経済戦略局 産業振興課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 浪速西工場アパート水道料金の支出について（令和２年６月分）【産業振興施設等管理】
1,540

経済戦略局 産業振興課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 第２浪速西工場アパート水道料金の支出について（令和２年６月分）【産業振興施設等管理】
1,551

経済戦略局 産業振興課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 令和２年度もとゆとり健康創造館機械警備業務委託の支出について（５月分）
35,640

経済戦略局 計量検査所 令和02年06月05日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 計量検査所業務用市内出張交通費等の支出について（４月分）
9,542

経済戦略局 計量検査所 令和02年06月05日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システム機器長期借入の支出について（令和２年４月分）
25,080

経済戦略局 計量検査所 令和02年06月05日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システムソフトウェア長期借入の支出について（令和２年４月分）
73,131
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経済戦略局 計量検査所 令和02年06月12日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　使用料 計量検査所所管業務用ケーブルテレビ利用料の支出について（令和２年４月～令和３年３月分）
18,150

経済戦略局 計量検査所 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 計量検査所事務用複写関連消耗品（コピー代金）経費の支出について（４月分）
5,318

経済戦略局 計量検査所 令和02年06月19日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービス長期継続に係る支出について（４月分）
5,225

経済戦略局 計量検査所 令和02年06月24日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支出について（５月分）
4,601

経済戦略局 計量検査所 令和02年06月24日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支出について（５月分）
2,323

経済戦略局 計量検査所 令和02年06月24日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　電気料金の支出について（令和２年５月分）
169,093

経済戦略局 計量検査所 令和02年06月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 計量検査所事務用　郵便後納料金の支払いについて（５月分）
308

経済戦略局 計量検査所 令和02年06月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 令和２年度大阪市八幡屋センタービル内計量検査所部分清掃業務委託料の支出について（５月分）
29,333

経済戦略局 計量検査所 令和02年06月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システムソフトウェア長期借入の支出について（令和２年５月分）
73,131

経済戦略局 計量検査所 令和02年06月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システム機器長期借入の支出について（令和２年５月分）
25,080

経済戦略局 計量検査所 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 令和２年度特定計量器定期検査業務委託料の支出について（令和２年５月分）
3,517,588

経済戦略局 企業支援課 令和02年06月12日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 企業支援事務用 大阪市庁内情報通信ネットワークにおける小規模事業者向け通信サービスにかかる通信運搬費の支出について（令和２年４月分）
5,225

経済戦略局 企業支援課 令和02年06月18日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報償費　報償金 外国人起業活動促進事業に係る起業準備活動計画確認における有識者意見聴取に係る報償金の支出について（令和２年５月１９日実施分）【企業支援事務費】
19,500

経済戦略局 企業支援課 令和02年06月19日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報償費　報償金 外国人起業活動促進事業に係る起業準備活動計画確認における有識者意見聴取に係る報償金の支出について（令和２年５月２１日実施分）【企業支援事務費】
19,500

経済戦略局 企業支援課 令和02年06月19日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 セーフティーネット保証制度業務用インクカートリッジ（ブラック）ほか２点（その２）買入に係る経費の支出について【金融事務費】
48,400

経済戦略局 企業支援課 令和02年06月22日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について（４月分）
20,020

経済戦略局 企業支援課 令和02年06月22日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について（４月分）
36,946

経済戦略局 企業支援課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 企業支援・金融事務用　後納郵便利用料の支出について(令和２年5月分)
19,214

経済戦略局 企業支援課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 役務費　通信運搬費 企業支援・金融事務用　後納郵便利用料の支出について(令和２年5月分)
1,318

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月01日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ情報・施設ネットワークシステム用　回線使用料の支出について（令和２年４月分）
338,018

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 スポーツ情報・施設ネットワークシステム用　回線使用料の支出について（令和２年４月分）
82,221

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 スポーツ情報・施設ネットワークシステム用　回線使用料の支出について（令和２年４月分）
9,135

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月02日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムASPサービス提供一式　長期継続にかかる使用料の支出について（令和２年４月分）
699,022

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月02日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムASPサービス提供一式　長期継続にかかる使用料の支出について（令和２年４月分）
316,443

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月02日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムASPサービス提供一式　長期継続にかかる使用料の支出について（令和２年４月分）
2,035

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月05日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムに係る口座振替データ伝送等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
79,741

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月09日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 スポーツ事業用　スポーツイベント（Do Sports Fe 2020等）魅力発信業務委託公募型プロポーザル有識者会議開催にかかる報償金の支出について
51,300

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月09日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　分担金 スポーツ事業用　東京オリンピック・パラリンピック機運醸成推進事業「東京2020応援プログラム　OSAKAスポーツパーク2020」にかかる分担金の支出について
5,000,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月10日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
1,939,996

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
744,138

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（令和２年４月分）
4,786

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　分担金 令和2年度　関西マスターズスポーツフェスティバル開催にかかる負担金の支出について
43,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月25日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度　スポーツ施設管理用　淀川スポーツセンターに係る不動産賃借料（令和２年６月分）の支出について
14,137,640

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
1,939,965

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムに係る口座振替データ伝送等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
79,740

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システム機器一式長期借入にかかる使用料の支出について（令和２年５月分）
1,978,128

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムASPサービス提供一式　長期継続にかかる使用料の支出について（令和２年５月分）
699,022

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　分担金 令和2年度舞洲スポーツ振興事業実行委員会分担金の支出について
14,000,000

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
744,137

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システム機器一式長期借入にかかる使用料の支出について（令和２年５月分）
163,428

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムASPサービス提供一式　長期継続にかかる使用料の支出について（令和２年５月分）
316,443

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（令和２年５月分）
4,786

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システム機器一式長期借入にかかる使用料の支出について（令和２年５月分）
11,584

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムASPサービス提供一式　長期継続にかかる使用料の支出について（令和２年５月分）
2,035

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ情報・施設ネットワークシステム用　回線使用料の支出について（令和２年５月分）
338,018

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 通信サービス経費（大阪マラソン）の支出について（５月分）
5,225

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
84
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経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 通信サービス経費（大阪マラソン）の支出について（４月分）
5,225

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ部事務用　後納郵便料金（令和２年５月分）の支出について
5,890

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　分担金 令和２年度　大阪市立阿倍野スポーツセンター管理費等の分担金の支出について（7月分）
3,741,488

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 スポーツ情報・施設ネットワークシステム用　回線使用料の支出について（令和２年５月分）
82,221

経済戦略局 スポーツ課 令和02年06月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 スポーツ情報・施設ネットワークシステム用　回線使用料の支出について（令和２年５月分）
9,135

経済戦略局 国際博覧会推進室 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 旅費　普通旅費 令和２年度国際博覧会推進用市内出張交通費の支出について（４月分）
5,032

経済戦略局 国際博覧会推進室 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度経済戦略局東京赴任職員公舎に係る不動産賃借料の支出について（７月分）
154,000

経済戦略局 国際博覧会推進室 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度経済戦略局東京赴任職員公舎に係る不動産賃借料の支出について（７月分）
130,500

経済戦略局 国際博覧会推進室 令和02年06月17日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和２年度経済戦略局東京赴任職員公舎に係る不動産賃借料の支出（契約）について（７月分）
111,000

経済戦略局 国際博覧会推進室 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 旅費　普通旅費 国際博覧会推進用東京事務所ほか（東京都）への出張にかかる経費の支出について（令和２年６月９日実施分）
59,100

経済戦略局 国際博覧会推進室 令和02年06月30日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 旅費　普通旅費 国際博覧会推進用東京事務所ほか（東京都）への出張にかかる経費の支出について（令和２年６月12日実施分）
59,900

経済戦略局 南港市場 令和02年06月01日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用銃砲火薬買入経費の支出について（４月分）
148,500

経済戦略局 南港市場 令和02年06月01日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用電気料金の支出について（４月分）
8,252,696

経済戦略局 南港市場 令和02年06月01日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 食肉処理場管理用令和２年度大阪市中央卸売市場南港市場技術職員作業衣等洗濯業務委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（４月分）
257,367

経済戦略局 南港市場 令和02年06月01日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用令和２年度大阪市中央卸売市場南港市場牛頭部粉砕業務委託にかかる所要経費の支出について（４月分）
381,700

経済戦略局 南港市場 令和02年06月03日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
19,600

経済戦略局 南港市場 令和02年06月04日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用「大阪市中央卸売市場南港市場中央監視等業務委託　長期継続」にかかる費用の支出について（４月分）
3,532,100

経済戦略局 南港市場 令和02年06月09日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用令和２年度大阪市中央卸売市場南港市場排水設備清掃業務委託にかかる費用の支出について（４月分）
611,600

経済戦略局 南港市場 令和02年06月11日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の受講経費の支出について
2,200

経済戦略局 南港市場 令和02年06月11日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 負担金、補助及交付金　会費 施設管理用酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の受講経費の支出について
19,250

経済戦略局 南港市場 令和02年06月12日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　損害保険料 現場作業用道路賠償責任保険料の支出について（令和２年度分）
490

経済戦略局 南港市場 令和02年06月15日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（令和２年４月分）
14,057

経済戦略局 南港市場 令和02年06月15日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 施設管理用可搬型複合ガス検知器一式（長期借入）にかかる費用の支出について（5月分）
12,741

経済戦略局 南港市場 令和02年06月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用令和２年度大阪市中央卸売市場南港市場汚水処理施設運転管理業務委託にかかる費用の支出について（5月分）
2,328,040

経済戦略局 南港市場 令和02年06月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成28年度庁内情報利用パソコン等機器(中央卸売市場南港市場)（２）一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
23,060

経済戦略局 南港市場 令和02年06月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（中央卸売市場南港市場）一式長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
89,096

経済戦略局 南港市場 令和02年06月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　庁内情報利用パソコン等機器（中央卸売市場南港市場）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
12,848

経済戦略局 南港市場 令和02年06月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内ネットワーク用プロッター長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
5,368

経済戦略局 南港市場 令和02年06月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（中央卸売市場南港市場）一式長期借入かかる経費の支出について（令和２年５月分）
5,864

経済戦略局 南港市場 令和02年06月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用令和２年度大阪市中央卸売市場南港市場構内清掃等業務委託に係る経費の支出について（５月分）
639,430

経済戦略局 南港市場 令和02年06月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場自動体外式除細動器（AED)一式長期借入契約にかかる所要経費の支出について（５月分）
4,488

経済戦略局 南港市場 令和02年06月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用大阪市中央卸売市場南港市場ファクシミリ機器長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
5,390

経済戦略局 南港市場 令和02年06月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 負担金、補助及交付金　会費 施設管理用ダイオキシン類作業従事者特別教育受講にかかる費用の支出について
8,855

経済戦略局 南港市場 令和02年06月22日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用銃砲火薬買入経費の支出について（５月分）
148,500

経済戦略局 南港市場 令和02年06月22日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用カラーデジタル複合機コピー代の支出について（令和２年５月分）
29,987

経済戦略局 南港市場 令和02年06月22日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　燃料費 施設管理用令和２年度灯油（南港市場）第１四半期概算買入にかかる費用の支出について（5月分）
336,600

経済戦略局 南港市場 令和02年06月22日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用令和２年度大阪市中央卸売市場南港市場焼却処理施設運転管理業務委託にかかる費用の支出について（5月分）
1,046,925

経済戦略局 南港市場 令和02年06月22日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用令和２年度大阪市中央卸売市場南港市場胃内容物処理等業務委託にかかる所要経費の支出について（５月分）
359,645

経済戦略局 南港市場 令和02年06月22日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場解体室等衛生管理業務委託（長期継続）にかかる所要経費の支出について（５月分）
5,115,000

経済戦略局 南港市場 令和02年06月22日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用「大阪市中央卸売市場南港市場中央監視等業務委託　長期継続」にかかる費用の支出について（５月分）
3,532,100

経済戦略局 南港市場 令和02年06月22日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用令和２年度大阪市中央卸売市場南港市場と畜関連処理等業務委託にかかる所要経費の支出について（５月分）
4,055,700

経済戦略局 南港市場 令和02年06月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用下水道料金の支出について（５月分）
7,255,985

経済戦略局 南港市場 令和02年06月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用工業用水道の支出について（５月分）
495,748

経済戦略局 南港市場 令和02年06月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用令和２年度大阪市中央卸売市場南港市場エアコンプレッサ保守点検業務委託にかかる費用の支出について
737,000

経済戦略局 南港市場 令和02年06月26日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用エアバランサー（BN-003）用部品ほか13点買入にかかる費用の支出について
930,424

経済戦略局 南港市場 令和02年06月26日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用電気料金の支出について（５月分）
8,320,466

経済戦略局 南港市場 令和02年06月26日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 食肉処理場管理用令和２年度大阪市中央卸売市場南港市場技術職員作業衣等洗濯業務委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（５月分）
233,167
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経済戦略局 南港市場 令和02年06月26日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用令和２年度大阪市中央卸売市場南港市場排水設備清掃業務委託にかかる費用の支出について（５月分）
609,400

経済戦略局 南港市場 令和02年06月26日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用令和２年度大阪市中央卸売市場南港市場牛頭部粉砕業務委託にかかる所要経費の支出について（５月分）
343,530

経済戦略局 南港市場 令和02年06月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　建物修繕料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場技術作業員詰所建具緊急修繕にかかる費用の支出について
495,000

経済戦略局 南港市場 令和02年06月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 負担金、補助及交付金　会費 施設管理用ダイオキシン類作業従事者特別教育の受講にかかる費用の支出について
8,855

経済戦略局 南港市場 令和02年06月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場管理用追録購入にかかる同経費の支出について
5,940

経済戦略局 南港市場 令和02年06月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用電気料金の支出について（福利厚生棟５月分）
55,923

経済戦略局 南港市場 令和02年06月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用令和２年度大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）処分業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（５月分）
2,460,337

経済戦略局 南港市場 令和02年06月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場施設警備業務委託長期継続にかかる所要経費の支出について（５月分）
3,240,201

経済戦略局 南港市場 令和02年06月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場施設衛生管理業務委託長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
892,222

経済戦略局 南港市場 令和02年06月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用令和２年度大阪市中央卸売市場南港市場バス運行業務委託（概算契約）に係る所要経費の支出について（５月分）
1,848,000

経済戦略局 南港市場 令和02年06月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 公課費　公課費 令和元年度分消費税中間納付の支出について（令和元年10月～令和元年12月）
2,271,700

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年06月04日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 使用料及賃借料　使用料 副首都推進局事務用　令和２年度日本放送協会　放送受信料の支払いについて
14,545

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-V7080）の支出について（４月分）
1,043

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-V6080）の支出について（４月分）
20,028

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-V7080）の支出について（４月分）
19,846

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-V7080）の支出について（４月分）
29,322

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年06月08日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　丸椅子外５点　買入にかかる経費の支出について
122,535

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（副首都推進局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
273,718

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（副首都推進局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
3,769

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 使用料及賃借料　使用料 副首都推進局事務用　平成２９年度ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（副首都推進局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和２年５月分）
5,474

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年06月12日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
12,800

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年06月12日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
30

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 役務費　通信運搬費 副首都推進局事務用　料金後納郵便経費の支出について（５月分）
2,020

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 旅費　普通旅費 大阪にふさわしい大都市制度にかかる検討状況の報告にかかる出張について（令和２年６月９日）
88,970

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年06月23日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-V6080）の支出について（５月分）
16,668

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年06月23日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-V7080）の支出について（５月分）
7,494

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年06月23日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-V7080）の支出について（５月分）
24,132

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年06月23日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-V7080）の支出について（５月分）
22,115

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（５月分）
53,500

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 旅費　費用弁償 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（５月分）
59,600

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 役務費　通信運搬費 動画配信用情報通信機器の買入並びに通信サービス契約（その２）にかかる経費の支出について（令和２年６月分）
4,010

副首都推進局 総務・企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 旅費　普通旅費 副首都推進局事務用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
69,060

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年06月03日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 スマートシティ戦略推進事業用　各種検証・保守用インターネット接続サービス（固定回線）にかかる経費の支出について（インターネットオフィス）（４月分）
6,490

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年06月03日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 スマートシティ戦略推進事業用　「大阪市行政オンラインシステム　サービス提供業務委託」に係る経費の支出について（４月分）
7,172,000

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年06月04日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 スマートシティ戦略推進事業用　タブレット端末短期貸与事業用モバイルデバイス管理サービスの経費の支出について
43,560

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 スマートシティ戦略推進事業用　「大阪市行政オンラインシステム　サービス提供業務委託」に係る経費の支出について（５月分）
7,172,000

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 スマートシティ戦略推進事業用　モバイルワーク用庁内情報利用パソコン（ＩＣＴ戦略室）長期借入に係る経費の支出について（５月分）
69,469

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 スマートシティ戦略推進事業用　モバイルワーク用庁内情報利用パソコン（ＩＣＴ戦略室）長期借入に係る経費の支出について（５月分）
4,341

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 一般事務用　ＩＣＴ戦略室本庁舎ＦＡＸ（MOVFAX)利用料の支出について（５月分）
1,113

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　LGWAN接続系利用パソコン等機器（ICT戦略室）一式借入にかかる同経費の支出について（５月分）
30,054

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用 令和元年度 庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室（２））一式 長期借入にかかる同経費の支出について（５月分）
87,884

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等（視覚障がい者用）（ＩＣＴ戦略室）（その２）　長期借入にかかる同経費の支出について（５月分）
59,840

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用等　平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室）一式　長期借入にかかる同経費の支出について（５月分）
8,486

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用等　平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室）一式　長期借入にかかる同経費の支出について（５月分）
168,967

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 スマートシティ戦略推進事業用　議事録作成支援サービス提供の実施にかかる経費の支出について（５月分）
137,500

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（ICT戦略室）（２）一式　長期借入（継続借入）にかかる経費の支出について（５月分）
33,000

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 ICT戦略室　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
15,068
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ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ICT戦略室　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
252

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

負担金、補助及交付金　会費 ICT情報活用力向上事業用　令和２年度外部講習会の経費の支出について
5,500

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料の支出について（５月分）
12,544

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（５月分）
2,486

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 スマートシティ戦略推進事業用　モバイル回線網及びWi-Fiルーター一式 長期借入（その２）にかかる経費の支出について（５月分）
36,960

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　ICTにかかるリサーチ＆アドバイザリーサービス利用にかかる経費の支出について（５月分）
605,000

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 スマートシティ戦略推進事業用　モバイルデータ通信タブレット端末レンタル（長期継続）（その２）にかかる経費の支出について（５月分）
61,380

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

報償費　報償金 大阪市オープンデータ充実に向けた庁内データＣＳＶ化実施手順等整備等業務委託公募型プロポーザル第１回事業者選定委員会の選定委員報償金の支払いについて
49,500

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（令和２年５月分）
6,903

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　Microsoft Office365及びMicrosoftAzure利用に係る通信サービス提供にかかる経費の支出について（４月分）
3,156,979

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月01日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市情報通信ネットワーク回線使用料の支出について（４月分）
5,901,836

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市公開系システム用通信サービス提供　長期継続にかかる経費の支出について（４月分）
30,800

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　ホームページ運用管理システム用ネットワークサービス等提供業務委託 長期継続にかかる経費の支出について（４月分）
957,000

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度ASP・SaaS型大容量ファイル送受信サービスの経費の支出について（４月分）
15,400

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　リモートアクセスサービス接続用アカウント調達（緊急的な職員のテレワーク環境構築）にかかる同経費の支出について
12,248,500

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度  ASP・SaaS型電子申請サービス一式提供業務委託にかかる経費の支出について（４月分）
848,375

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度マイクロソフト社製ソフトウェア等ライセンス取得（概算契約）にかかる経費の支出について（４月追加分）
1,497,760

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月09日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　磁気テープファイル等の保管及び集配業務委託（ＩＣＴ戦略室）長期継続（単価契約）にかかる経費の支出について（４月分）
36,960

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる経費の支出について（４月分）
187,769

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供（広域イーサネットサービス）にかかる経費の支出について（４月分）
6,095,650

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 情報セキュリティ強化対策事業用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる経費の支出について（水道局分）（４月分）
10,450

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供（広域イーサネットサービス）にかかる経費の支出について（４月分）
64,350

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月11日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　総合行政ネットワーク府域ネットワーク府域回線１系サービス提供業務にかかる経費の支出について（４月分）
20,900

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月11日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　総合行政ネットワーク府域ネットワークの更新及び運用・保守管理等業務委託にかかる経費の支出について（４月分）
96,910

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月12日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市庁内プライベートクラウド基盤等業務委託にかかる経費の支出について（４月分）
10,151,900

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月12日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度マカフィー社製ソフトウェア等ライセンス取得（概算契約）（その２）にかかる経費の支出について
11,420,051

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月12日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度　統合基盤システム　センタープリンタ借入（再リース）にかかる経費の支出について（４月分）
864,292

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月12日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　リモートアクセスサービス接続用アカウント調達（緊急的な職員のテレワーク環境構築【第2回】）にかかる同経費の支出について
12,248,500

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月12日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　不動産賃借料 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市情報システム機器設置に係るデータセンター賃貸借にかかる経費の支出について（４月分）
4,985,039

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度マカフィー社製ソフトウェア等ライセンス取得（概算契約）（その２）にかかる経費の支出について
1,287

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度マカフィー社製ソフトウェア等ライセンス取得（概算契約）（その２）にかかる経費の支出について
8,365

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月12日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度マカフィー社製ソフトウェア等ライセンス取得（概算契約）（その２）にかかる経費の支出について
12,226

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度マカフィー社製ソフトウェア等ライセンス取得（概算契約）（その２）にかかる経費の支出について
25,740

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度　統合基盤システム　センタープリンタ借入（再リース）にかかる経費の支出について（４月分）
246,950

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度マカフィー社製ソフトウェア等ライセンス取得（概算契約）（その２）にかかる経費の支出について
26,559

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月12日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度マカフィー社製ソフトウェア等ライセンス取得（概算契約）（その２）にかかる経費の支出について
26,427

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度　統合基盤システム　センタープリンタ借入（再リース）にかかる経費の支出について（４月分）
123,486

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度マカフィー社製ソフトウェア等ライセンス取得（概算契約）（その２）にかかる経費の支出について
3,441

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度マカフィー社製ソフトウェア等ライセンス取得（概算契約）（その２）にかかる経費の支出について
16,087

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度マカフィー社製ソフトウェア等ライセンス取得（概算契約）（その２）にかかる経費の支出について
34,127

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度マカフィー社製ソフトウェア等ライセンス取得（概算契約）（その２）にかかる経費の支出について
6,435

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　大阪市阿波座センタービル（ＩＣＴ戦略室専用部分）入退館管理等施設警備業務　長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
1,178,650

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料
ＩＣＴ基盤管理用　　基幹系システム統合基盤統合検証環境用　国民健康保険等システム及び介護保険システムサーバ機器等　長期借入にかかる経費の支出について（５月
分） 3,961,100

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムＡＩＸ機器等長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
6,039,026

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市情報通信ネットワーク業務系ネットワーク用ドメインサーバ機器等一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
277,860

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和元年度庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室（１））一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
13,676

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
41,119
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ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　業務統合端末等機器（ＩＣＴ戦略室）長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
5,709,462

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　庁内情報ネットワークユーザ端末管理基盤用サーバ機器等一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
249,480

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムＡＩＸ機器等長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
2,485,974

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市情報通信ネットワーク提供サービス運用保守端末等　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
29,700

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成２９年度　庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室）（１）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
37,965

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　庁内情報利用パソコン（Windows10検証端末）長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
9,845

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成２９年度 庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
12,334

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室活用推進担当（２））一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
13,517

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成３０年度　配布中継端末機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
270,490

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成３０年度テレワーク用庁内情報利用パソコン機器一式 長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
98,285

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　業務統合端末等機器（総務局）長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
12,355

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和元年度庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室（３））一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
8,351

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成28年度 庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
8,900

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成２８年度 庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
9,355

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和元年度庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室（４））一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
15,257

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（５月分）
1,107,157

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（５月分）
155,980

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（５月分）
77,990

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月22日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度　統合基盤システム　センタープリンタ借入（再リース）にかかる経費の支出について（５月分）
864,307

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度　統合基盤システム　センタープリンタ借入（再リース）にかかる経費の支出について（５月分）
246,944

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度　統合基盤システム　センタープリンタ借入（再リース）にかかる経費の支出について（５月分）
123,471

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 一般事務用　業務用携帯電話の通信サービス利用料の支出について（５月分）
13,626

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市情報通信ネットワーク回線使用料の支出について（５月分）
4,888,634

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　令和２年度大阪市阿波座センタービル（ＩＣＴ戦略室専用部分）昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（４月分）
64,350

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市庁内プライベートクラウド基盤等業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
10,151,900

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　令和２年度大阪市阿波座センタービル（ＩＣＴ戦略室専用部分）昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
64,350

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　業務系及び庁内情報ネットワーク用電子計算機組織一式　借入にかかる経費の支出について（５月分）
7,216,079

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
14,772,047

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度ASP・SaaS型大容量ファイル送受信サービスの経費の支出について（５月分）
15,400

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　業務系及び庁内情報ネットワーク用電子計算機組織一式　借入にかかる経費の支出について（５月分）
38,542,854

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
1,096,432

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
671,622

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
149,308

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
97,686

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
48,843

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
48,843

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
597,233

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
149,308

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
97,686

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
298,616

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
488,430

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
97,686

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
608,430

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　令和２年度モバイル通信用サービスにかかる経費の支出について（４月分）
84,260

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　Microsoft Office365及びMicrosoftAzure利用に係る通信サービス提供にかかる経費の支出について（５月分）
3,156,979

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 情報セキュリティ強化対策事業用　令和2年度大阪版自治体情報セキュリティクラウドサービス利用にかかる経費の支出について（５月分）
6,698,329

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金にかかる経費の支出について（５月分）
1,879
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ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　総合行政ネットワーク府域ネットワーク府域回線２系サービス提供業務にかかる経費の支出について（５月分）
26,400

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市ホームページ直接アクセス用インターネット回線使用料の支出について（５月分）
6,787

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 一般事務用　ＩＰ電話による通信料金の支出について（５月分）
40,290

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市公開系システム用通信サービス提供　長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
30,800

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　ホームページ運用管理システム用ネットワークサービス等提供業務委託 長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
957,000

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　総合行政ネットワーク府域ネットワーク機器賃貸借業務にかかる経費の支出について（５月分）
40,073

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和02年06月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　不動産賃借料 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市情報システム機器設置に係るデータセンター賃貸借にかかる経費の支出について（５月分）
4,985,039

都市交通局 総務担当 令和02年06月05日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 旅費　普通旅費 一般事務用令和２年４月分市内出張等交通費の支出について
2,433

都市交通局 総務担当 令和02年06月19日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器（都市交通局）一式　長期借入に伴う使用料の支出について（令和２年５月分）
50,622

都市交通局 総務担当 令和02年06月19日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器（都市交通局）一式　長期借入に伴う使用料の支出について（令和２年５月分）
14,132

都市交通局 総務担当 令和02年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 需用費　消耗品費 一般事務用コピー代の支出について（令和２年５月分）
16,459

都市交通局 総務担当 令和02年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（５月分）
392

都市交通局 バスネットワーク企画担当 令和02年06月08日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 報償費　報償金 一般事務用　デマンド型交通に係る導入可能性検討調査業務委託事業者選定会議報償金の支出について（令和２年４月30日実施分）
49,500


