
平成25年度（平成25年08月）　公金支出情報

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

総務局 公文書館 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館維持管理用樹木剪定作業にかかる経費の支出について
92,400

総務局 公文書館 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 大阪市公文書館機械警備等業務委託にかかる経費の支出について（7月分）
6,300

総務局 公文書館 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館維持管理用清掃業務委託にかかる経費支出について（７月分）
119,037

総務局 公文書館 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公文書館事務用　コピー代の支出について（７月分）
4,363

総務局 公文書館 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　其他委員等旅費 公文書館事務用市内出張交通費の支出について（６・７月分）
7,916

総務局 公文書館 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 公文書館事務用市内出張交通費の支出について（６月分）
390

総務局 公文書館 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　特別旅費 公文書館管理事務用「平成２５年度アーカイブズ研修Ⅰ」への経費の支出について
63,020

総務局 総務課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理事務用　大型シュレッダー注油用オイル購入にかかる経費の支出について
12,285

総務局 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　建物修繕料 庁舎設備管理事務用　大阪市役所本庁舎行政委員会事務局出入口ガラス修繕の実施並びに同所要経費の支出について
68,250

総務局 総務課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 指定都市市長会　第35回指定都市市長会議の出張旅費の支払いについて
57,960

総務局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 負担金、補助及交付金　分担金 地域主権確立推進事務に係る平成25年度関西広域連合負担金（第２四半期）の支払いについて
8,295,000

総務局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 第43回大都市総務局長会議にかかる旅費の支出について
128,720

総務局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 庁舎設備管理事務用　ワイヤプロテクタ外１２点の購入経費の支出について
178,500

総務局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎設備管理事務用　大阪市役所本庁舎昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（７月分）
1,280,475

総務局 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務（害虫駆除含む）委託経費の支出について（７月分）
312,052

総務局 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務（害虫駆除含む）委託経費の支出について（７月分）
12,789

総務局 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務（害虫駆除含む）委託経費の支出について（７月分）
2,232,959

総務局 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理事務用　大型シュレッダー長期借入実施及び同経費の支出について（７月分）
24,255

総務局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎警備業務委託経費の支出について（７月分）
637,304

総務局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎警備業務委託経費の支出について（７月分）
4,502,242

総務局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理事務用　自動体外式除細動器の長期借入経費の支出について（７月分）
6,720

総務局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成23年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（７月分）
55,661

総務局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成22年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（７月分）
260,121

総務局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（７月分）
31,950

総務局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（公文書館７月分）
6,804

総務局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成22年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（７月分）
225,179

総務局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成23年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（７月分）
22,005

総務局 総務課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 大規模・広域災害時における指定都市市長会行動計画（部会案）に関する説明会の出張旅費の支払いについて
28,500

総務局 総務課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 指定都市市長会・中核市市長会・全国特例市市長会勉強会の出張旅費の支払いについて
29,140

総務局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（７月分）
15,192

総務局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（７月分）
71,866

総務局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　食糧費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
394

総務局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　食糧費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
700

総務局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　印刷製本費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
140

総務局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,680

総務局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　IP電話回線使用料の支出について（7月分）
1,213,659

総務局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　IP電話内線網使用料の支出について（7月分）
36,583

総務局 行政課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用訴訟に係る印紙代及び郵券代（立替実費）の支出について
30,000

総務局 行政課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　手数料 訴訟事務用訴訟に係る印紙代及び郵券代（立替実費）の支出について
40,000

総務局 行政課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 情報公開制度に係る法律相談の実施及び同経費の支出について(６月分)
5,250

総務局 行政課 平成25年08月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 報償費　報償金 訴訟事務用訴訟に係る着手金の支出について
210,000

総務局 行政課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第199回大阪市情報公開審査会委員報酬の支出について
166,355

総務局 行政課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用現行法規総覧ほか８点の購入について（６月分）
25,520

総務局 行政課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用行政判例集成行政法総則編ほか13点の購入経費の支出について（６月分）
224,290

総務局 行政課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「月刊　判例地方自治」（25年５月号）の購入にかかる経費の支出について
1,220

総務局 行政課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「月刊　判例地方自治」（25年６月号）の購入にかかる経費の支出について
1,220

総務局 行政課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「月刊　判例地方自治」（25年４月号）の購入にかかる経費の支出について
1,220

総務局 行政課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用インクタンク他22点の購入経費の支出について
56,731
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総務局 行政課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書事務用文書事務提要第１２８号～第１３０号の購入に係る経費の支出について
7,350

総務局 行政課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第204回大阪市個人情報保護審議会委員報酬の支出について
142,590

総務局 行政課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用地方公営企業関係法令実例集追録の購入経費の支出について（第2回中間払い）
5,651

総務局 行政課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 市民情報プラザ事務処理端末の賃貸借に係る経費の支出について（７月分）
7,350

総務局 行政課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 文書交換所事務用大阪市文書逓送業務委託に係る経費の支出について（７月分）
1,536,150

総務局 行政課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 行政不服審査制度の見直し方針説明会への参加に係る出張旅費の支出について
28,820

総務局 行政課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第200回大阪市情報公開審査会委員報酬の支出について
142,590

総務局 行政課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第205回大阪市個人情報保護審議会委員報酬の支出について
142,590

総務局 行政課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 負担金、補助及交付金　会費 情報公開・個人情報保護業務用　第11回情報公開・個人情報保護審査会等委員交流フォーラムへの参加にかかる経費（参加費）の支出について
26,000

総務局 行政課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 平成25年度市民情報プラザ窓口案内等業務委託経費の支出について（７月分）
302,750

総務局 行政課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用新版執行・保全手続実務録ほか９点の購入について（７月分）
3,950

総務局 行政課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 法規事務用法律総合オンラインサービス使用許諾契約に係る経費の支出について（７月分）
48,384

総務局 行政課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 法規事務用市内出張交通費の支出について（７月分）
5,090

総務局 行政課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（７月分）
1,850

総務局 行政課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「月刊　判例地方自治」（25年７月号）の購入にかかる経費の支出について
1,220

総務局 行政課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係る経費（プリント料金）の支出について（７月分）
6,441

総務局 行政課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書交換所事務用コピー代金の支出について（７月分）
614

総務局 行政課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書管理事務用コピー代金の支出について（７月分）
367

総務局 行政課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公報発行事務用大阪市公報発行に係る電子データ作成業務委託経費の支出について（７月分）
97,461

総務局 行政課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係る経費の支出について（長期契約）（７月分）
8,925

総務局 行政課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 文書管理システム事務用サーバ機等一式の長期借用に係る経費の支出について（７月分）
8,615,250

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 コピー代金にかかる経費の支出について（一般事務用）６月分
39,186

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 ＡＳＰ・ＳａａＳ型電子申請サービス一式　長期継続に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（6月分）
341,250

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）６月分
61,425

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市インターネット基盤における公開系システム向け通信サービス経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）６月分
24,360

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）６月分
204,792

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）６月分
2,073,330

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 電算消耗品（応用用紙）の購入に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）
102,900

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 コピー代金にかかる経費の支出について（一般事務用）５月分
14,175

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 負担金、補助及交付金　会費 外部講習会（「ＬＡＮ／ＷＡＮの要素技術」）参加に係る経費の支出について（ＩＴ適正利用推進用）
35,700

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 負担金、補助及交付金　会費 外部講習会（「ＪＰ１プロフェッショナル　ジョブ管理１」及び「無線ＬＡＮ環境構築」）参加に係る経費の支出について（ＩＴ適正利用推進用）
157,500

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 電算消耗品（トナー外１点）の購入に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）
890,400

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン　一式　借入（平成20年度一括調達分）（再リース）に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（7月分）
1,090

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市ホームページＣＭＳ用機器の賃貸借に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（7月分）
353,472

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局３）一式　長期借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（7月分）
1,725

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局４）一式　長期借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（7月分)
1,540

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局４）一式　長期借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（7月分）
748

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（7月分）
1,013

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 みおネットシステム用機器の賃貸借に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）(7月分)
769,545

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（7月分）
1,506

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム検証用iPad利用料の支出について(ＩＴ基盤管理用）7月分
4,728

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 阿波座センタービル昇降機設備保守点検業務委託に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（7月分）
61,425

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局３）一式　長期借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（7月分）
1,127

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 共通汎用機組織一式借入に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（7月分）
15,819,699

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（7月分）
1,806

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 ソフトウェアライセンス管理システムサーバ機及び周辺装置　長期借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（7月分）
25,725

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 業務系及び庁内情報ネットワーク用電子計算機組織一式借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（7月分）
17,171,207

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 共通汎用機組織一式借入に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（7月分）
4,519,914
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総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 共通汎用機組織一式借入に係る経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（7月分）
2,259,957

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワークファイルサーバ用機器等一式の借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（7月分）
988,050

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２１年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（7月分）
1,656

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 「クラウド型Web会議サービス提供　一式　長期継続」に係る経費の支出について（7月分）
24,150

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（総務局行政部部分）入退館管理等施設警備業務に係る経費の支出について（7月分）
1,145,067

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）７月分
61,425

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（7月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
11,707

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（7月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
1,417

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（7月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
3,150

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（７月分）
24,670

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 コピー代金にかかる経費の支出について（一般事務用）７月分
52,781

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 スイッチングハブの購入に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）
609,840

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（一般事務用）７月分
2,447,583

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市インターネット基盤における公開系システム向け通信サービスに係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）７月分
24,360

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）７月分
2,073,330

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 ＩＰ電話による通信料金の支出について(一般事務用）7月分
44,649

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）７月分
204,792

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市情報通信ネットワーク回線使用料の支出について（ＩＴ基盤管理用）7月分
2,212,034

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム検証用Androidタブレット利用料の経費支出について(ＩＴ基盤管理用）７月分
3,678

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市ホームページ直接アクセス用インターネット回線使用料の支出について（ＩＴ基盤管理用）7月分
6,520

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 インターネット接続用ネットワークサービス及び内部情報系システム等ハウジングサービス業務委託に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（7月分）
2,859,780

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（7月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
29,557

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続に係る経費の支出について（７月分）（情報処理センター運用管理用）
8,590

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 ＡＳＰ・ＳａａＳ型電子申請サービス一式　長期継続に係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（7月分）
341,250

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（7月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
787

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続に係る経費の支出について（７月分）（情報処理センター運用管理用）
4,531

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（7月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
2,362

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（7月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
10,237

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（7月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
394

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続に係る経費の支出について（７月分）（情報処理センター運用管理用）
646

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（7月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
393

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続に係る経費の支出について（７月分）（情報処理センター運用管理用）
1,036

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続に係る経費の支出について（７月分）（情報処理センター運用管理用）
28,388

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続に係る経費の支出について（７月分）（情報処理センター運用管理用）
4,059

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（一般事務用）７月分
510,744

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（7月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
2,362

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（一般事務用）７月分
255,372

総務局 ＩＴ統括課 平成25年08月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費（7月分）の支出について（情報処理センター運用管理用）
787

総務局 監察課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 監察関係事務用「公益通報に係る外部通報窓口設置運営業務の委託」の経費支出について（第１四半期分）
157,500

総務局 監察課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 監察関係事務用市内出張交通費の支出について（６月分）
11,900

総務局 監察課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 監察関係事務用　平成25年度コンプライアンス研修（グループ討論型）業務公募型プロポーザル審査会議にかかる経費の支出について
2,300

総務局 監察課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市公正職務審査委員会委員報酬の支出について（７月開催分）
285,180

総務局 監察課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 監察関係事務用市内出張交通費の支出について（７月分）
17,420

総務局 監察課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 監察関係事務用コピー代金の支出について（７月分）
24,196

総務局 監察課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 監察関係事務用コンプライアンス研修（区長・局部長級）講師謝礼金の支出について
48,690

市民局 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ＦＡＸコピー代の支出について（６月分）
3,476

市民局 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（６月分）の支出について
20,414

市民局 総務課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 職員研修用　平成25年度新転任職員人権問題研修の実施及び会場使用料の支出について
36,500
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市民局 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　地方財務実務提要（追録４９８－５０１）に係る経費の支出について
8,800

市民局 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（６月分）
184,357

市民局 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 病気休職者の主治医との面談にかかる出張について
2,240

市民局 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 旅費　普通旅費 施設管理グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
13,381

市民局 総務課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 旅費　普通旅費 施設管理グループ一般事務用市内出張交通費の支出について（５月分）
8,437

市民局 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　印刷製本費 一般事務用　平成２４年度歳入歳出決算説明資料の作成にかかる経費の支出について
179,550

市民局 総務課 平成25年08月15日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 もと淀川区役所等跡地に関する地歴調査業務委託料の支出について
470,400

市民局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金について（7月分1回目）
640

市民局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金について（7月分1回目）
1,200

市民局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金について（7月分1回目）
6,276

市民局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金について（7月分1回目）
6,340

市民局 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 大阪市会財政総務委員会行政視察随行用旅費の支出について
70,640

市民局 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン機器一式　長期借入　③（７月分）
23,196

市民局 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入　①（７月分）
175,804

市民局 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報パソコン等機器一式　長期借入　⑤（７月分）
26,693

市民局 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入　④（カラープリンタ）（７月分）
21,714

市民局 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入　②（視覚障害者用）（７月分）
44,100

市民局 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入　⑥（７月分）
116,115

市民局 総務課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（７月分）
176,351

市民局 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（７月分）
1,290

市民局 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（７月分）
400

市民局 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（７月分）
12,770

市民局 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（７月分）
2,480

市民局 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（７月分）
9,830

市民局 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（７月分）
16,740

市民局 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（７月分）
2,020

市民局 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（７月分）
37,540

市民局 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（７月分）
1,330

市民局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（７月分）の支出について
19,830

市民局 区政課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　食糧費 区役所住民情報業務等委託事業者選定会議にかかる食糧費（４名分）の支出について
400

市民局 区政課 平成25年08月07日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 需用費　印刷製本費 住民票コード通知票リーフレット印刷経費の支出について
220,185

市民局 区政課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（６月分）
154,747

市民局 区政課 平成25年08月09日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（６月分）
15,475

市民局 区政課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市戸籍情報システム運用保守業務委託経費の支出について（６月分）
7,409,937

市民局 区政課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 ナイター法律相談会場使用料の支出について（８月分）
16,800

市民局 区政課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 郵送事務処理センター及びサービスカウンター一般事務用市内出張交通費の支出について（６月分）
5,322

市民局 区政課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 郵送事務処理センター及びサービスカウンター一般事務用市内出張交通費の支出について（６月分）
6,200

市民局 区政課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（６月分）
25,785

市民局 区政課 平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（６月分）
6,010

市民局 区政課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公的個人認証端末及び周辺機器の借入経費の支出について（7月分）
78,750

市民局 区政課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム及び住民基本台帳ネットワークシステム用端末機等機器借入の経費の支出について（7月分）
1,672,293

市民局 区政課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム機器用共通ソフトウェア一式借入の経費の支出について（7月分）
1,345,008

市民局 区政課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（７月分）
1,647

市民局 区政課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（７月分）
990

市民局 区政課 平成25年08月22日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（７月分）
165

市民局 区政課 平成25年08月22日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（７月分）
99

市民局 区政課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
43,512

市民局 区政課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（クライアント）長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
401,940
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市民局 区政課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
60,480

市民局 区政課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（スキャナ）長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
82,026

市民局 区政課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（サーバ等）長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
858,900

市民局 区政課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
28,455

市民局 区政課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 証明書発行用システム機器長期借入料の支出について（７月分）
856,380

市民局 区政課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 戸籍関係証明書用紙外３点印刷業務の実施について（第１回中間払／全３回払）
1,693,440

市民局 区政課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（７月分）
4,725

市民局 区政課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（７月分）
1,575

市民局 区政課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公的個人認証システム用鍵ペア生成装置借入経費の支出について（7月分）
202,335

市民局 区政課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム及び住民基本台帳ネットワークシステムの機器並びに周辺装置借入にかかる経費の支出について（7月分）
3,231,816

市民局 区政課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（７月分）
4,725

市民局 区政課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（７月分）
1,575

市民局 区政課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借経費の支出について（７月分）
879,005

市民局 区政課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 戸籍関係証明書用紙外３点印刷業務の実施について（第１回中間払／全３回払）
547,575

市民局 区政課 平成25年08月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借経費の支出について（７月分）
87,901

市民局 区政課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 印鑑登録証印刷経費の支出について
1,663,935

市民局 区政課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍の附票の写し等請求書外１点印刷経費の支出について
2,027,331

市民局 区政課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 日本行政区画便覧外４点買入経費の支出について（１回目/全4回）
1,318,842

市民局 区政課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報償費　報償金 平成25年度家庭問題相談用報償金（７月分）の支出について
91,000

市民局 区政課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市民ナイター法律相談・日曜法律相談補助業務従事者派遣の実施及び委託料の支出について（７月分）
25,357

市民局 区政課 平成25年08月29日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 需用費　消耗品費 住民票コード通知同封物訂正用ゴム印作製経費の支出について
8,232

市民局 区政課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 住民基本台帳カード買入れの経費の支出について（完成払）
15,015,000

市民局 区政課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　コピー代金の支出について（７月分）
34,200

市民局 区政課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 住民情報担当事務用　証明書発行システム機器保守契約経費の支出について（７月分）
37,555

市民局 区政課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（７月分）
30,739

市民局 区政課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 郵送事務処理センター及び大阪市サービスカウンターにおける手数料収納用電子レジスター保守点検業務委託経費の支出について（４月～７月分）
33,327

市民局 区政課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成25年度 戸籍情報システム改修業務等にかかる市民局市民部区政課住民情報グループ内労働者派遣業務にかかる経費の支出について（7月分）
145,726

市民局 区政課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 郵送事務処理センター及び大阪市サービスカウンターにおける手数料収納用電子レジスター保守点検業務委託経費の支出について（４月～７月分）
11,109

市民局 区政課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字自動読取装置用点字プリンタ等一式の借入（福島区役所外３区役所）にかかる使用料の支出について（７月分）
8,003

市民局 区政課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
290,094

市民局 区政課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田サービスカウンターにおける不動産賃借経費の支出について（８月分）
1,526,280

市民局 区政課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年度大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会基本会費（大阪支会分）の支出について
88,000

市民局 区政課 平成25年08月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（７月分）
7,164

市民局 区政課 平成25年08月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田サービスカウンターにおける不動産賃借経費の支出について（８月分）
355,740

市民局 雇用・勤労施策課 平成25年08月07日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用：平成25年度住居を喪失した離職者に対する総合的就労支援事業にかかる委託料の支出について【重点分野雇用創造事業】（第1回目）
12,024,269

市民局 雇用・勤労施策課 平成25年08月08日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 雇用・勤労施策用：平成25年度第１回就職にむけた求職者支援事業委託団体等選定会議に係る報償金の支出について
48,015

市民局 雇用・勤労施策課 平成25年08月08日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 雇用・勤労施策用　平成25年度「しごと情報ひろば天下茶屋」建物賃借料の支出について（６月分）
426,380

市民局 雇用・勤労施策課 平成25年08月16日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用　平成２５年度「しごと情報ひろば天下茶屋」施設機械警備業務委託料の支出について（７月分）
7,350

市民局 雇用・勤労施策課 平成25年08月23日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 雇用・勤労施策用：平成25年度　第2回就職に向けた求職者支援事業委託団体等選定会議にかかる報償金の支出について
48,015

市民局 雇用・勤労施策課 平成25年08月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用：平成２５年度　プロフェッショナル育成事業にかかる委託料の支出について（１）【起業支援型地域雇用創造事業】（第１回）
6,708,744

市民局 雇用・勤労施策課 平成25年08月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用：平成２５年度　プロフェッショナル育成事業にかかる委託料の支出について（２）【起業支援型地域雇用創造事業】（第１回）
4,332,783

市民局 男女共同参画課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 庁内回線利用料の支出について（６月分・配偶者暴力相談支援用）
6,804

市民局 男女共同参画課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 電話料金の支出について（７月分・配偶者暴力相談支援用）
15,334

市民局 男女共同参画課 平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料
大阪市配偶者暴力相談支援センターにおけるDV相談対応及びDVにより緊急一時的に保護された被害者等に対する支援業務にかかる同所要経費の支出について（第１
四半期分） 5,220,338

市民局 男女共同参画課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（６月分）
41,799

市民局 男女共同参画課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 需用費　食糧費 第12回大阪市きらめき企業会の開催並びに同経費の支出について（企業顕彰用）
2,200

市民局 男女共同参画課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金の支出について（７月分・配偶者暴力相談支援用）
880

市民局 男女共同参画課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 庁内回線利用料の支出について（７月分・配偶者暴力相談支援用）
6,804
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市民局 男女共同参画課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報償費　報償金 平成２５年度ケース検討会議の実施及び同所要経費の支出について
22,800

市民局 地域活動課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　食糧費 第１９回市民活動推進審議会開催にかかる食糧費（12名分）の支出について
1,200

市民局 地域活動課 平成25年08月05日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 第26回大阪市市民活動推進事業運営会議にかかる委員報償の支出について
64,020

市民局 地域活動課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（４、５月分）
14,823

市民局 地域活動課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 平成２５年度指定都市地域振興主管者会議にかかる管外出張旅費の支出について
35,260

市民局 地域活動課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　筆耕翻訳料 市民活動推進審議会にかかるテープ起こしについて
35,700

市民局 地域活動課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 平成25年5月5日実施の職員採用試験に係る市内出張交通費の支出について
580

市民局 地域活動課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報酬　其他委員等報酬 大阪市市民活動推進審議会にかかる委員報酬の支出について
160,050

市民局 地域活動課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　消耗品費 市民活動グループＮＰＯ認証担当にかかる踏台（２段）の経費支出について
8,904

市民局 地域活動課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　消耗品費 市民活動グループＮＰＯ認証担当にかかる書籍購入の経費支出について
3,885

市民局 地域活動課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　消耗品費 市民活動グループＮＰＯ認証担当にかかる書籍購入の経費支出について
2,940

市民局 地域活動課 平成25年08月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 平成25年度公募提案型事業（募集②市民協働職員研修）の委託料の支出について（第1回目）
2,250,985

市民局 地域活動課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　消耗品費 一般事務用書籍の購入について
21,010

市民局 地域活動課 平成25年08月29日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 クリック募金にかかるホスティングサーバ使用料（７月分）の支出について
9,800

市民局 地域活動課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　消耗品費 市民活動グループ用　コピー代金の支出について（７月分）
9,581

市民局 地域活動課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 委託料　委託料 地域防犯対策用　指定区における夜間の青色防犯パトロール活動業務委託（その２）にかかる所要経費の支出について（７月分）
7,509,600

市民局 消費者センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 平成25年度大都市消費者行政担当部課長連絡会議の出席及び埼玉県生活科学センター施設見学にかかる経費の支出について
29,330

市民局 消費者センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用ＦＡＸコピー代の支出について（本庁　平成２５年６月分）
358

市民局 消費者センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用ＦＡＸコピー代の支出について（消費者センター　平成２５年６月分）
4,344

市民局 消費者センター 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（7月7日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（7月4日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（7月5日分）に係る講師への報償金の支出について
7,600

市民局 消費者センター 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（7月16日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（7月10日分）に係る講師への報償金の支出について
11,400

市民局 消費者センター 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（７月７日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
6,900

市民局 消費者センター 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張等の支出について（職員６月分１部）
13,208

市民局 消費者センター 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用電子複写機消耗品代の支出について（平成25年6月分）
42,324

市民局 消費者センター 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 消費生活相談用「消費者六法」（２０１３年版）購入に係る経費の支出について
10,080

市民局 消費者センター 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 消費生活相談用「個人情報保護　管理・運用の実務」追録（５１～５２号）購入に係る経費の支出について
6,800

市民局 消費者センター 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用ＮＢＬ購入経費の支出について
2,772

市民局 消費者センター 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 コンピュータ関係費用庁内情報通信サービス提供経費の支出について（6月分）
6,804

市民局 消費者センター 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（7月4日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（7月20日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（7月19日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（６月30日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（7月23日）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　其他委員等旅費 消費生活相談用平成２５年度消費生活相談員研修専門・事例講座③への出張について
38,720

市民局 消費者センター 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 施設維持管理用　相談業務にかかる通話料の支出について
52

市民局 消費者センター 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（7月30日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（7月26日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（7月26日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（7月23日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 負担金、補助及交付金　会費 消費生活相談用平成２５年度消費生活相談員研修専門・事例講座④に係る受講料の支出について
1,420

市民局 消費者センター 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　其他委員等旅費 消費生活相談用市内等出張交通費の支出について（相談員7月分1部）
7,451

市民局 消費者センター 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成25年7月分）
2,427

市民局 消費者センター 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成25年7月分）
203,096

市民局 消費者センター 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成25年7月分）
113,881
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市民局 消費者センター 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成25年7月分）
4,725

市民局 消費者センター 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 委託料　委託料 啓発展示スペース用大阪市消費者センター展示・啓発コーナー情報提供業務における従事者派遣（平成25年度）の実施及び同経費の支出について（７月分）
92,137

市民局 消費者センター 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 使用料及賃借料　不動産賃借料 施設維持管理用消費者センター事務所部分賃借料の支出について（平成25年9月分）
7,636,595

市民局 消費者センター 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 使用料及賃借料　使用料 各種講座用「エルちゃんの“わん”デー講座」（８月２６日開催分）にかかる会場使用料の支出について
4,400

市民局 消費者センター 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（7月26日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（7月13日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 「エルちゃんの“わん”デー講座（７月２３日開催分）にかかる講師謝礼の支出について（各種講座用）
12,400

市民局 消費者センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用電子複写機消耗品代の支出について（平成25年7月分）
30,710

市民局 消費者センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について（7月分）
4,640

市民局 企画調整課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 犯罪被害者等支援用「いのちの大切さを伝える」講演会（第１回）開催にかかる講師料等の支出について
12,120

市民局 企画調整課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 人権施策推進用大都市人権施策主管者会議にかかる旅費の支出について
29,140

市民局 企画調整課 平成25年08月08日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用もと浅香人権文化センターに係る電気料金（低圧電力・７月分）の支出について
29,802

市民局 企画調整課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　筆耕翻訳料 第２５回大阪市人権施策推進審議会の開催にかかる会議録作成業務の実施及び経費の支出について（人権行政推進用）
22,050

市民局 企画調整課 平成25年08月12日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 用地管理用未利用地（西成区長橋１）に係る電気料金（７月分）の支出について
3,382

市民局 企画調整課 平成25年08月12日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 財産管理用もと人権文化センターに係る電話料金（７月分）の支出について
20,111

市民局 企画調整課 平成25年08月14日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用もと加島人権文化センターに係る電気料金（定額電灯・７月分）の支出について
289

市民局 企画調整課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報酬　其他委員等報酬 第２５回大阪市人権施策推進審議会の開催及び経費の支出について　（人権行政推進用）
226,980

市民局 企画調整課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　費用弁償 第２５回大阪市人権施策推進審議会の開催及び経費の支出について　（人権行政推進用）
4,260

市民局 企画調整課 平成25年08月15日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用もと西成人権文化センターに係る電気料金（高圧電力・７月分）の支出について
49,846

市民局 企画調整課 平成25年08月16日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 財産管理用もと浅香人権文化センター外３館コンデンサの絶縁油採取および微量ＰＣＢ含有調査業務にかかる委託料の支出について
165,375

市民局 企画調整課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 人権施策推進用平成26年度人権施策並びに予算に関する要望にかかる出張旅費の支出について
28,820

市民局 企画調整課 平成25年08月19日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用もと南方人権文化センターに係る電気料金（高圧電力・７月分）の支出について
33,058

市民局 企画調整課 平成25年08月26日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用もと加島人権文化センターに係る電気料金（従量電灯・７月分）の支出について
749

市民局 企画調整課 平成25年08月26日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用もと飛鳥人権文化センターに係る電気料金（高圧電力・７月分）の支出について
85,917

市民局 企画調整課 平成25年08月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 財産管理用もと西成人権文化センター外４施設機械警備業務委託料（７月分）の支出について
160,650

市民局 企画調整課 平成25年08月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 財産管理用もと浅香人権文化センター機械警備業務委託料（７月分）の支出について
28,350

市民局 人権啓発・相談センター 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電子複写機消耗品代の支出について（6月分）
10,601

市民局 人権啓発・相談センター 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用庁内情報システム回線使用料の支出について（6月分）
6,804

市民局 人権啓発・相談センター 平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 企業啓発用　平成25年度「企業のための人権啓発情報紙」発送業務委託経費の支出について（第１回目／全２回）
315,000

市民局 人権啓発・相談センター 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 企業啓発用　平成25年度　「企業啓発支援事業」に係る業務委託経費の支出について（第１四半期分）
3,850,984

市民局 人権啓発・相談センター 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成25年度「人権啓発推進員の育成事業」にかかる業務委託経費の支出について（第1四半期分）
220,563

市民局 人権啓発・相談センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電子複写機消耗品代の支出について（7月分）
19,120

市民局 人権啓発・相談センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発用　人権啓発情報誌アンケート回収にかかる郵便後納料金の支出について（7月分）
5,795

市民局 人権啓発・相談センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用郵便後納料金の支出について（7月分）
3,170

市民局 人権啓発・相談センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 企業啓発用　企業のための人権啓発情報紙アンケートはがき回収に係る後納郵便料金の支出について（平成25年７月分）
390

財政局 財務課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　税務主管者会議にかかる出張旅費の支出について
57,400

財政局 財務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　地方交付税のあらまし買入にかかる経費の支出について
1,100

財政局 財務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
1,722

財政局 財務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　カラープリンタ等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
16,002

財政局 財務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
101,709

財政局 財務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
18,226

財政局 財務課 平成25年08月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
32,552

財政局 財務課 平成25年08月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
8,284

財政局 財務課 平成25年08月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
1,722

財政局 財務課 平成25年08月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　カラープリンタ等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
9,135

財政局 財務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 平成25年度指定都市財政担当局長会議にかかる出張旅費の支出について
28,060

財政局 財務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 財務部事務用　後納郵便料金（７月分）の支出について
330

財政局 財源課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 負担金、補助及交付金　分担金 宝くじ事務用 平成２５年度全国自治宝くじ事務協議会事業会計分担金の支出について
703,100
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財政局 財源課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 負担金、補助及交付金　分担金 宝くじ事務用　平成２５年度近畿宝くじ事務協議会普及宣伝分担金の支出について
112,900

財政局 財源課（公債） 平成25年08月08日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 需用費　消耗品費 財源調整事務用「地方債実務要覧２４３１－２４４７」の購入に係る経費の支出について
51,850

財政局 財源課（公債） 平成25年08月12日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
113,500,000

財政局 財源課（公債） 平成25年08月12日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２５年８月１２日支払分利子支払手数料の支出について
78,750

財政局 財源課（公債） 平成25年08月13日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（７月分）の支出について
2,660

財政局 財源課（公債） 平成25年08月14日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
343,350,000

財政局 財源課（公債） 平成25年08月14日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２５年８月１４日支払分利子支払手数料の支出について
291,375

財政局 財源課（公債） 平成25年08月15日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
58,840

財政局 財源課（公債） 平成25年08月16日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
579,550,000

財政局 財源課（公債） 平成25年08月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２５年８月１６日支払分利子支払手数料の支出について
551,250

財政局 財源課（公債） 平成25年08月19日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
390,395,452

財政局 財源課（公債） 平成25年08月19日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
36,076,021

財政局 財源課（公債） 平成25年08月19日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
20,269,789

財政局 財源課（公債） 平成25年08月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張について
18,540

財政局 財源課（公債） 平成25年08月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２５年８月１９日支払分キャップ料の支出について
4,958,904

財政局 財源課（公債） 平成25年08月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
595,681,275

財政局 財源課（公債） 平成25年08月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
180,000,000

財政局 財源課（公債） 平成25年08月20日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
33,806,997

財政局 財源課（公債） 平成25年08月20日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２５年８月２０日支払分利子支払手数料の支出について
157,500

財政局 財源課（公債） 平成25年08月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金（共同発行市場公募地方債）の支出について
4,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成25年08月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
310,850,000

財政局 財源課（公債） 平成25年08月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金（共同発行市場公募地方債）の支出について
4,329,724,005

財政局 財源課（公債） 平成25年08月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
46,180

財政局 財源課（公債） 平成25年08月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
23,960

財政局 財源課（公債） 平成25年08月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２５年８月２１日支払分利子支払手数料の支出について
364,835

財政局 財源課（公債） 平成25年08月22日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
30,780

財政局 財源課（公債） 平成25年08月22日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　広告料 財源調整事務用「大阪市公債償還公告新聞掲載業務」に係る経費の支出について
943,950

財政局 財源課（公債） 平成25年08月23日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
381,700,000

財政局 財源課（公債） 平成25年08月23日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
1,483,305,555

財政局 財源課（公債） 平成25年08月23日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
30,192,346

財政局 財源課（公債） 平成25年08月23日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
1,347,767

財政局 財源課（公債） 平成25年08月23日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
4,240

財政局 財源課（公債） 平成25年08月23日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 需用費　消耗品費 財源調整事務用 平成２５年度２１大都市公債主管者会議資料代の支出について（平成２５年８月３０日実施分）
3,000

財政局 財源課（公債） 平成25年08月26日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
548,121,000

財政局 財源課（公債） 平成25年08月26日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
14,936,894

財政局 財源課（公債） 平成25年08月26日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
30,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成25年08月26日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
789,094

財政局 財源課（公債） 平成25年08月26日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
81,775,335

財政局 財源課（公債） 平成25年08月26日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
25,786,300

財政局 財源課（公債） 平成25年08月26日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
25,309,313

財政局 財源課（公債） 平成25年08月26日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
144,525,000

財政局 財源課（公債） 平成25年08月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
28,780

財政局 財源課（公債） 平成25年08月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲ 外２件に係る出張旅費の支出について
38,110

財政局 財源課（公債） 平成25年08月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第125回共同発行市場公募地方債に係る受託・引受手数料の支出について
34,125,000

財政局 財源課（公債） 平成25年08月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第125回共同発行市場公募地方債に係る受託・引受手数料の支出について
1,260,000

財政局 財源課（公債） 平成25年08月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２５年８月２６日支払分元利金支払手数料の支出について
511,083

財政局 財源課（公債） 平成25年08月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２５年８月２６日支払分キャップ料の支出について
9,773,150

財政局 財源課（公債） 平成25年08月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２５年８月２６日支払分キャップ料の支出について
2,479,452
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財政局 財源課（公債） 平成25年08月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 財源調整事務用 平成２５年度「地方債研修会」に係る受講料の支出について（平成２５年８月２７日実施分）
6,000

財政局 財源課（公債） 平成25年08月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲ 外２件に係る出張旅費の支出について
28,970

財政局 財源課（公債） 平成25年08月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
532,741,666

財政局 財源課（公債） 平成25年08月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
6,901,555

財政局 財源課（公債） 平成25年08月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第124回共同発行市場公募地方債に係る新規記録手数料の支出について
83,352

財政局 財源課（公債） 平成25年08月29日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張について
12,900

財政局 財源課（公債） 平成25年08月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
1,800

財政局 財源課（公債） 平成25年08月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用金融情報閲覧用インターネット利用に係る経費の支出について（７月分）
4,060

財政局 財源課（公債） 平成25年08月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 共同発行市場公募地方債に係る元利金償還手数料および平成２５年度上半期分の利子支払手数料の支出について
5,120,393

財政局 財源課（公債） 平成25年08月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市第４回３０年公募公債に係る募集受託・新規記録手数料の支出について
3,150,000

財政局 財源課（公債） 平成25年08月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市第４回３０年公募公債に係る募集受託・新規記録手数料の支出について
381,045

財政局 財源課（公債） 平成25年08月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市第４回３０年公募公債に係る引受手数料の支出について
74,812,500

財政局 財源課（公債） 平成25年08月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２５年度第２回銀行等引受債に係るアレンジャー・エージェント手数料の支出について
2,887,500

財政局 財源課（公債） 平成25年08月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財源調整事務用金融情報サービス用パソコン賃貸料及び保守料の支出について（７月分）
3,633

財政局 管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム用サーバ機器及び端末機器用ソフトウェア一式借入経費の支出について（6月分）
5,580,645

財政局 管理課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務委託にかかる手数料の支出について
779

財政局 管理課 平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成25年度法人市民税申告書等の受渡し及び搬送業務（その２）経費の支出について（第１四半期分）
237,006

財政局 管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用行政判例集成租税編他１点の買入経費の支出について
179,600

財政局 管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　備品修繕料 平野区長吉出張所税証明発行窓口における電動契印機の修繕経費の支出について
11,130

財政局 管理課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）職員市内出張交通費等の支出について（５月分口座振替不能再支払）
460

財政局 管理課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（５月分口座振替不能再支払）
680

財政局 管理課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
700

財政局 管理課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
180

財政局 管理課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成25年度大阪市税務事務システム及び電子申告システム運用保守等支援業務委託経費の支出について（第1四半期分）
115,287,240

財政局 管理課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 なんば市税事務所多機能トイレ改修経費の支出について
1,312,500

財政局 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用判例時報（7/1号）外5点の買入経費の支出について
51,510

財政局 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成25年度簿記研修講師用テキスト及び問題集の購入経費の支出について
2,900

財政局 管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 梅田市税事務所に係る光熱水費の支出について（７月分）
314,360

財政局 管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（平成２５年８月）の支出について
2,490,252

財政局 管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（平成２５年８月）の支出について
817,626

財政局 管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（７月分）の支出について
192,476

財政局 管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　備品修繕料 財政局税務部における電動契印機（区税証明発行窓口使用　予備分）の修繕経費の支出について
65,100

財政局 管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 弁天町市税事務所に係る光熱水費の支出について（７月分）
1,064,623

財政局 管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（７月分）
727,956

財政局 管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（７月分）
5,250

財政局 管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 なんば市税事務所清掃業務委託（長期継続契約）に係る経費の支出について（７月分）
612,507

財政局 管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る貸室賃貸借料の支出について（８月分）
12,641,265

財政局 管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 弁天町市税事務所（オーク２００）に係る貸室賃貸借料の支出について（８月分）
7,456,767

財政局 管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る駐輪場利用料の支出について（８月分）
38,400

財政局 管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐輪場利用料の支出について（８月分）
35,380

財政局 管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐車場利用料の支出について（８月分）
115,500

財政局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成25年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（７月分）の支出について
3,553

財政局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所（収納対策担当）に係る後納郵便料金の支出について（７月分）
31,950

財政局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所（個人市民税担当）に係る後納郵便料金の支出について（７月分）
28,090

財政局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成25年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（７月分）の支出について
2,707

財政局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（特徴分）に係る後納郵便料金の支出について（７月分）
24,920

財政局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所（収納対策担当）に係る後納郵便料金の支出について（７月分）
13,395

財政局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（収管分）に係る後納郵便料金の支出について（７月分）
1,221,755
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財政局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（事業所分）に係る後納郵便料金の支出について（７月分）
105

財政局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成25年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（７月分）の支出について
2,628

財政局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（収納管理担当）に係る後納郵便料金の支出について（７月分）
41,705

財政局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所（特徴ハガキ分）に係る後納郵便料金の支出について（７月分）
2,145

財政局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成25年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（７月分）の支出について
2,886

財政局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所（固定資産税担当）に係る後納郵便料金の支出について（７月分）
9,510

財政局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所（個人市民税担当）に係る後納郵便料金の支出について（７月分）
14,680

財政局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る駐車場利用料の支出について（９月分）
45,870

財政局 管理課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務システム用帳票出力用紙（黄）印刷に係る経費の支出について
914,338

財政局 管理課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム及び電子申告システム用サーバ機器等の一式長期借入経費の支出について（7月分）
13,151,775

財政局 管理課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム及び電子申告システム用端末機器等の一式長期借入経費の支出について（７月分）
4,845,750

財政局 管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム用サーバ機器及び端末機器用ソフトウェア一式借入経費の支出について（7月分）
5,580,645

財政局 管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務システム用A4カット紙（２穴）買入経費の支出について（２回目／全４回）
351,540

財政局 管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所外４市税事務所におけるコピー機（Ａ２）対応コピー代支出について　　（７月分）
108,574

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　其他委員等旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）嘱託職員市内出張交通費等の支出について（４月～６月分）
1,380

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）職員市内出張交通費等の支出について（６月分）
28,820

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用行政判例集成滞納処分編他１点の買入経費の支出について
53,300

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用建築関係ＪＩＳ要覧（追録）（315号）外2点の買入経費の支出について
17,550

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用新建築（７月号）外３点の買入経費の支出について
5,753

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部分室（課税課路線価チーム）事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（７月分）の支出について
55,542

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（7月分）
57,140

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（7月分）
88,110

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部後納郵便料金の支出について（7月分）
24,320

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務委託にかかる手数料の支出について
13,040

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 税証明書発行手数料クレジット収納処理業務委託にかかる支出について
3,045

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る支出について
166,472

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る支出について
136,437

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務部分室新設に伴う庁内情報利用パソコン等機器長期借入に係る支出について
58,380

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る支出について
1,168,362

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 カラープリンタ等機器一式長期借入に係る支出について
32,340

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（６月分）
40,881

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（６月分）
74,736

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（４月・５月追加請求分）
640

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 船場法人市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（６月分）
44,313

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（６月分）
35,948

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 あべの市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（６月分）
130,958

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（４月・５月追加請求分）
3,580

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（４月～５月分追加）
1,830

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（６月分）
64,632

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 船場法人市税事務所におけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（７月分）
12,080

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所外５市税事務所におけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について　　（７月分）
516,102

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 あべの市税事務所に係る光熱水費の支出について（７月分）
948,117

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る共用電気使用料の支出について（７月分）
97,548

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 京橋市税事務所に係る光熱水費の支出について（６月分）
426,230

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る光熱水費の支出について（７月分）
240,614

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 あべのメディックスに係る光熱水費の支出について（電気料７月分）
316,642

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所収納対策担当に係る後納郵便料金の支出について（７月分）
19,475

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（７月分）
26,295
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財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所収納対策担当に係る後納郵便料金の支出について（７月分）
3,335

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所収納対策担当に係る後納郵便料金の支出について（７月分）
20,995

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所個人市民税担当に係る後納郵便料金の支出について（７月分）
14,130

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（7月分）
25,445,125

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所（個人市民税担当）に係る後納郵便料金の支出について（７月分）
96,265

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局梅田市税事務所機械警備業務委託に係る実施及び同経費の支出について（７月分）
15,750

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局弁天町市税事務所機械警備業務委託に係る実施及び同経費の支出について（７月分）
31,080

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局船場法人市税事務所機械警備業務委託に係る実施及び同経費の支出について（７月分）
26,250

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 京橋市税事務所清掃業務委託（長期継続契約）に係る経費の支出について（７月分）
154,875

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 弁天町市税事務所清掃業務委託（長期継続契約）に係る経費の支出について（７月分）
110,250

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 あべのメディックス管理費及び修繕積立金（平成２５年９月分）の支出について
1,151,955

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式長期借入に係る支出について
50,295

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る貸室賃貸借料の支出について（９月分）
7,671,960

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る貸室賃貸借料の支出について（９月分）
10,631,101

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 弁天町市税事務所（オーク２００）に係る駐車場利用料の支出について（９月分）
39,900

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る駐車場利用料の支出について（９月分）
60,000

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 京橋市税事務所（ＪＥＩ京橋ビル）に係る貸室賃貸借料の支出について（９月分）
7,381,935

財政局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 あべのメディックス管理費及び修繕積立金（平成２５年９月分）の支出について
307,191

財政局 収税課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部職員の管外出張交通費（現地調査・買受勧奨）の支出について（兵庫県猪名川町）
4,290

財政局 収税課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 滞納処分用封筒外３点の買入経費の支出について（第１回中間払い）
462,168

財政局 収税課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 滞納処分用封筒外３点の買入経費の支出について（第１回中間払い）
1,568,912

財政局 収税課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 市債権収納事務用品の買入業務の実施経費の支出について
282,765

財政局 収税課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 市税事務所内収納現金等警備輸送業務委託経費の支出について　長継（Ｈ25.6月分）
329,480

財政局 収税課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員に係る市内出張交通費等の支出について（7月分）
19,080

財政局 収税課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 督促状区内特別郵便分搬送業務に係る委託料の支出について（平成25年度　市・府民税（普通徴収）第1期分）
37,800

財政局 収税課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 自治大学校が実施する「税務専門課程徴収事務コース86期」に係る研修経費の支出について
57,600

財政局 収税課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 自治大学校が実施する「税務専門課程徴収事務コース86期」に係る研修経費の支出について
111,800

財政局 収税課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成24年度市税徴収金収納整理事務に係る口座振替処理業務委託（概算契約）の支出について（債務負担分）（H25.4･5月分）
588,000

財政局 収税課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成24年度市税徴収金収納整理事務に係る穿孔処理業務委託（概算契約）の支出について（債務負担分）（H25.4･5月分）
107,220

財政局 収税課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成24年度市税徴収金収納整理事務に係る印字出力・事後処理業務委託（概算契約）の支出について（債務負担分）（H25.4･5月分）
3,276,481

財政局 収税課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 市債権収納事務用図書（「国税徴収法基本通達逐条解説（平成25年度版）」ほか20冊）の購入経費の支出について
49,810

財政局 収税課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 備品購入費　図書購入費 市債権収納事務用図書（「国税徴収法基本通達逐条解説（平成25年度版）」ほか20冊）の購入経費の支出について
23,070

財政局 収税課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 収納対策特別チームに係る返信用切手の購入経費の支出について
8,500

財政局 収税課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る委託料の支出について（H25.7月分）
8,603,169

財政局 収税課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 市債権回収対策室事務室内産業廃棄物の収集、運搬及び処分等業務委託の実施経費の支出について
37,905

財政局 収税課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る委託料の支出について（H25.7月分）
6,092,269

財政局 収税課 平成25年08月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る委託料の支出について（H25.7月分）
329,037

財政局 収税課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報償費　報償金 平成25年度債権管理・回収研修会（第１回）講師謝礼金及び交通費の支出について
12,200

財政局 収税課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 市債権収納事務用市内出張交通費の支出について（７月分）
6,216

財政局 収税課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部収税課市内出張交通費等の支出について（7月分）
38,744

財政局 収税課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 納税推進オペレーターの活用に関する業務委託に係る経費の支出について（第1四半期分）
41,895,000

財政局 収税課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 市税事務所　納税推進センター業務委託（拡大分）に係る経費の支出について（第1四半期分）
20,081,250

財政局 課税課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部課税課職員の出張交通費（平成25年6月分）の支出について
7,610

財政局 課税課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 事業所税申告催告状印刷経費の支出について
31,290

財政局 課税課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成25年度個人市民税納税通知書（異動分）出力処理に係る業務委託（概算契約）の支出について（平成25年4～6月分）
1,834,635

財政局 課税課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成25年度個人市民税納税通知書等（異動分）封入・封緘等処理に係る業務委託（概算契約）の支出について（平成25年4～6月分）
938,637

財政局 課税課 平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　印刷製本費 平成25年度市民税・府民税の申告の手引き（２次申告用）外１点印刷の経費の支出について
182,079

財政局 課税課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部職員用管外出張旅費（五都市固定資産税担当課長会議（７月１９日））の支出について
17,800
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財政局 課税課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税用帳票「確定申告用納付依頼状（３Ｐ）外１点」の印刷経費の支出について
1,024,800

財政局 課税課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成25年度市民税・府民税申告書（２次申告用）印刷の経費の支出について
397,183

財政局 課税課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 事業所税貸ビル申告書返信用封筒買入経費の支出について
18,060

財政局 課税課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 個人市民税異動処理連絡票印刷の経費の支出について
48,106

財政局 課税課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成25年度法人市民税申告納付依頼状等作成に係る封入封緘等処理業務委託（概算契約）経費の支出について（5月分）
141,363

財政局 課税課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成25年度法人市民税・事業所税申告納付依頼状等作成に係る作表等処理業務委託（概算契約）経費の支出について（6月分）
898,938

財政局 課税課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成25年度法人市民税国税資料の授受及び搬送業務委託経費の支出について（6月分）
5,670

財政局 課税課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 六都市個人市民税担当係長会議への出席に係る管外出張旅費の支出について
55,720

財政局 課税課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 家屋見取図印刷経費の支出について
52,920

財政局 課税課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 月刊「積算資料」（2013（平成25）年８月号）買入経費の支出について
22,799

財政局 課税課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 月刊「建設物価」（2013（平成25）年８月号）買入経費の支出について
22,799

財政局 課税課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 固定資産経年異動判読運用機器長期借入に係る経費の支出について（７月分）
77,910

財政局 課税課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税用帳票「電子申告用納付書（４Ｐ）」の印刷経費の支出について
927,360

財政局 課税課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成25年度　特別徴収税額の決定・変更通知書　納税者交付用（当年分）外3点印刷の経費の支出について（第2回 終払い）
400,050

財政局 課税課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成25年度法人市民税国税資料の授受及び搬送業務委託経費の支出について（７月分）
5,670

財政局 課税課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成25年度法人市民税申告納付依頼状等作成に係る封入封緘等処理業務委託（概算契約）について（６月分）
189,289

財政局 課税課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成25年度個人市・府民税税額シミュレーションシステムサービス提供業務委託の経費の支出について（平成２５年７月分）
39,375

財政局
固定資産評価審査委員
会

平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

旅費　費用弁償 固定資産評価審査委員会委員の交通費の支出について（７月分）
7,240

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所税務事務用切手購入経費の支出について（8月分）
76,800

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所税務事務用ダブルクリップ外15点の買入経費の支出について
20,233

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 滞納整理(不動産調査)の実施にかかる管外出張命令について（追給）
1,880

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所　再任用職員市内出張交通費（７月分）の支出について
2,240

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 京橋市税事務所　非常勤嘱託職員にかかる管外出張旅費・市内出張旅費の支出について（平成25年6月分）
1,500

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所　再任用職員にかかる管外出張旅費・市内出張旅費の支出について（平成25年4・6月分）
830

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　手数料 収納対策事務用耐火金庫のダイヤル番号変更作業の実施及び同経費の支出について
12,600

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 京橋市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
1,050

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 京橋市税事務所　非常勤嘱託職員にかかる管外出張旅費・市内出張旅費の支出について（平成25年7月分）
2,740

財政局
京橋市税事務所税務担
当

平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所　再任用職員にかかる管外出張旅費・市内出張旅費の支出について（平成25年7月分）
900

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所にかかる再任用職員市内出張交通費の支出について（６月分）
400

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 職員採用試験実施にかかる試験官交通費の支出について
620

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 税務専門課程第86期徴収事務コース研修に係る管外出張旅費の支出について
29,540

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所に係る小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
740

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 差押物件の現況調査実施に伴う鑑定業務委託に係る経費の支出について
265,650

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所にかかる再任用職員市内出張交通費の支出について（６月追加請求分）
230

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 弁天町市税事務所にかかる嘱託職員市内出張交通費の支出について（７月分）
1,200

財政局
弁天町市税事務所税務
担当

平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所にかかる再任用職員市内出張交通費の支出について（７月分）
660

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所事務用切手購入代金の支出について（8月分）
140,800

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
9,500

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
20,000

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所事務用切手購入代金の支出について（8月分）(追加購入分）
188,800

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 不動産公売に係る差押財産の鑑定評価業務委託経費の支出について（東成区：２）
328,650

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 不動産公売に係る差押財産の鑑定評価業務委託経費の支出について（東成区：３）
227,850

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 不動産公売に係る差押財産の鑑定評価業務委託経費の支出について（東成区：１）
585,900

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年度中央区租税教育推進協議会分担金の支出について
10,000

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について(嘱託職員分)(平成25年7月分)
3,040

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について(再任用職員分）（平成25年7月分）
3,840

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所滞納整理事務文書返信用等郵便切手購入経費の支出について（8月分）
257,000

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 あべの市税事務所合同公売に係る差押物件の不動産鑑定業務委託経費の支出について
531,300
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財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 あべの市税事務所合同公売に係る差押物件の不動産鑑定業務委託経費の支出について
202,650

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
20

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
5,540

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年度住吉・住之江地区租税教育推進協議会運営に係る分担金の支出について
10,000

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年度住吉・住之江地区税務協議会運営に係る分担金の支出について
20,000

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員の市内出張交通費の支出について（7月分）
4,520

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 再任用職員及び臨時的任用職員の市内出張交通費の支出について（7月分）
8,120

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成２５年度個人市・府民税（特別徴収）当初課税事務における労働者派遣の導入経費の支出について（6月分）
956,294

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所における返信用・料金不足用切手代の支出について(8月分)
70,700

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
2,300

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 船場法人市税事務所における裁断機（連続フォームバースター）一式長期借入経費の支出について（7月分）
32,130

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 船場法人市税事務所における税務事務用ラベルシール外10点買入経費の支出について
52,088

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成24年度～平成25年度船場法人市税事務所における収納管理業務に係る労働者派遣の導入経費の支出について（7月分）
2,115,327

財政局
船場法人市税事務所税
務担当

平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 船場法人市税事務所非常勤嘱託職員にかかる市内出張交通費の支出について（７月分）
1,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（４４件）
193,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 資金前渡による市税の還付金にかかる還付加算金　８月分の支出について
360,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月01日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１２件）
48,223

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月01日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２８０件）
6,121,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月01日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡による市税の還付金　８月分の支出について（歳出）
6,000,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（中間還付単票）
25,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（７３件）
1,158,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月02日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出中間還付単票）
911,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月02日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割ハンド分２件）
11,954

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月02日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２７３件）
47,248,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月02日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１４件）
218,657

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（配当割１件）
1,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１５件）
63,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月05日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１０２件）
2,828,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月05日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割７件）
423,249

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１６件）
106,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月06日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１７件）
85,026

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月06日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出８７件）
4,043,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１１件）
16,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月07日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出８７件）
7,080,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月07日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割４件）
35,698

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２３件）
85,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月08日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１３件）
73,731

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月08日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２０１件）
12,557,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１４件）
34,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月09日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割８件）
72,055

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月09日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割ハンド単票）
2,042

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月09日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出７３件）
1,985,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２２件）
55,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月12日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出９０件）
2,651,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月12日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１３件）
34,379

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１９件）
144,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月13日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１３件）
280,443

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月13日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出７２件）
4,259,100
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財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（７件）
12,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月14日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割５件）
27,194

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月14日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出６４件）
1,728,045

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 市税にかかる返還金に伴う利息金の支出について
475,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３１件）
119,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月15日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１４件）
187,926

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月15日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１９０件）
6,255,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月15日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市税にかかる返還金の支出について（固定資産税）
776,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月15日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割ハンド単票）
400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（６件）
18,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割５件）
4,526

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４５件）
954,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 市税にかかる返還金に伴う利息金の支出について
1,791,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２９件）
392,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月19日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出７９件）
13,707,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月19日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割６件）
113,407

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月19日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市税にかかる返還金の支出について（固定資産税）
4,492,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３１件）
511,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月20日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４９件）
3,178,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月20日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割６件）
52,185

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１６件）
53,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月21日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出９０件）
4,662,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月21日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１１件）
164,363

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２６件）
72,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月22日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１０件）
48,694

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月22日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１５９件）
4,257,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月22日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割ハンド単票）
270

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（単票）
7,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１３件）
38,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月23日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
10,189

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月23日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出６０件）
2,140,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２１件）
238,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月26日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割４件）
58,338

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月26日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割ハンド単票）
185,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月26日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出８８件）
8,813,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１４件）
31,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月27日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出５３件）
1,874,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月27日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
2,541

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１７件）
56,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
84,268

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出９１件）
3,147,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（５０件）
180,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月29日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割９件）
110,190

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月29日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１９５件）
6,957,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（４８７件）
19,563,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月30日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出中間還付８２０件）
655,257,469

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成25年08月30日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
4,856

都市計画局 都市計画課 平成25年08月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用東京都管外出張旅費の支出について
28,590
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都市計画局 都市計画課 平成25年08月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画広報連絡事務用東京都管外出張旅費の支出について
28,800

都市計画局 都市計画課 平成25年08月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 統合型ＧＩＳ（市民向けＧＩＳ）サービス提供業務委託（長期継続契約）にかかる支出について（６月分）
168,000

都市計画局 都市計画課 平成25年08月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市施設基本計画策定調査用都市計画の見直しに関する説明会会場使用に係る経費の支出について（旭区）
27,650

都市計画局 都市計画課 平成25年08月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市施設基本計画策定調査用都市計画の見直しに関する説明会会場使用に係る経費の支出について（城東区・天王寺区）
38,700

都市計画局 都市計画課 平成25年08月08日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市施設基本計画策定調査用都市計画の見直しに関する説明会会場使用に係る経費の支出について（都島区）
18,900

都市計画局 都市計画課 平成25年08月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　印刷製本費 都市計画広報連絡事務用　年報　大阪都市計画2013の印刷製本費の支出について
186,900

都市計画局 都市計画課 平成25年08月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画の見直しに関する説明会会場使用にかかる経費の支出について（阿倍野区民センター）
40,950

都市計画局 都市計画課 平成25年08月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 国土利用計画法関係事務用　財産評価基準書路線価図の購入経費の支出について
28,245

都市計画局 都市計画課 平成25年08月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 国土利用計画法関係事務用　財産評価基準書路線価図の購入経費の支出について
400

都市計画局 都市計画課 平成25年08月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画の見直しに関する説明会会場使用料に係る経費の支出について（鶴見区民センター分）
27,100

都市計画局 都市計画課 平成25年08月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画広報連絡事務用北九州市管外出張旅費の支出について
34,000

都市計画局 都市計画課 平成25年08月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画の見直しに関する説明会会場使用料に係る経費の支出について（阿倍野区民センター分）
24,100

都市計画局 都市計画課 平成25年08月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画の見直しに関する説明会会場使用料に係る経費の支出について（中央区民センター分）
19,450

都市計画局 都市計画課 平成25年08月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画の見直しに関する説明会会場使用料に係る経費の支出について（北区民センター分）
19,250

都市計画局 都市計画課 平成25年08月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 情報化施策用統合型地理情報システムサーバ機器及び周辺装置一式使用料の支出について（7月分）
449,400

都市計画局 都市計画課 平成25年08月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 統合型地理情報システム（庁内業務GIS）用ソフトウェア使用料の支出について（7月分）
183,435

都市計画局 都市計画課 平成25年08月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画の見直しに関する説明会会場使用料に係る経費の支出について（平野区民ホール分）
18,900

都市計画局 都市計画課 平成25年08月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　会費 国土利用計画法関係事務　平成25年度土地対策全国連絡協議会会費の支出について
8,000

都市計画局 都市計画課 平成25年08月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 都市計画決定事務用パイプ式ファイル他１１点の購入経費の支出について
46,971

都市計画局 都市計画課 平成25年08月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画行政支援システム用都市計画窓口システム用機器一式　長期借入費の支出について（７月分）
33,495

都市計画局 都市計画課 平成25年08月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画行政支援システム用地形図管理基本システム用サーバ・ソフト及び周辺装置一式　長期借入費の支出について（7月分）
83,685

都市計画局 都市計画課 平成25年08月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画の見直しに関する説明会会場使用料に係る経費の支出について（大正会館、港区民センター分））
38,500

都市計画局 都市計画課 平成25年08月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画の見直しに関する説明会会場使用料に係る経費の支出について（住之江区民ホール、住吉区民センター分）
38,050

都市計画局 都市計画課 平成25年08月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画の見直しに関する説明会会場使用料に係る経費の支出について（淀川区民センター分）
19,250

都市計画局 交通政策課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 負担金、補助及交付金　会費 総合交通対策関係事務及び都市計画広報連絡事務用　第42回都市交通計画全国会議に係る会費の支出について
3,000

都市計画局 交通政策課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　会費 総合交通対策関係事務及び都市計画広報連絡事務用　第42回都市交通計画全国会議に係る会費の支出について
3,000

都市計画局 交通政策課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 総合交通対策関係事務用東京都管外出張旅費の支出について
28,820

都市計画局 総務担当 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 「うめきた地区開発」に関する打ち合わせに伴う出張旅費の支出について
56,710

都市計画局 総務担当 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用等　市内及び近接地出張旅費の支出について（５月分）
15,497

都市計画局 総務担当 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般事務用等　市内及び近接地出張旅費の支出について（５月分）
920

都市計画局 総務担当 平成25年08月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 一般事務用等　市内及び近接地出張旅費の支出について（５月分）
19,710

都市計画局 総務担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 「うめきた地区開発」に関する打ち合わせ他に伴う出張旅費の支出について
73,940

都市計画局 総務担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　液状のり外５点購入経費の支出について
12,600

都市計画局 総務担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　特別旅費 一般事務用　平成２５年７月１日付人事発令に伴う赴任旅費の支出について
407,820

都市計画局 総務担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
160

都市計画局 総務担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
80

都市計画局 総務担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
780

都市計画局 総務担当 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
480

都市計画局 総務担当 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
720

都市計画局 総務担当 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
480

都市計画局 総務担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話回線工事料金の支出について
49,402

都市計画局 総務担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　ファクシミリ（リコー ＲＩＦＡＸ ＭＬ４６００） 使用料の支出について（平成２５年７月分）
3,937

都市計画局 総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 委託料　委託料 一般事務用庁内情報利用プリンタ機器保守業務委託料の支出について（７月分）
7,875

都市計画局 総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器賃借料の支出について(平成25年7月分)
78,535

都市計画局 総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用プリンタ機器(H25－3)賃貸借料の支出について（7月分）
630

都市計画局 総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料の支出について(平成25年7月分)
120,309

都市計画局 総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用プリンタ機器賃貸借料の支出について(7月分)
399

都市計画局 総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料の支出について(7月分)
26,510
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都市計画局 総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料の支出について(平成25年7月分)
168,126

都市計画局 総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 都市計画局公舎賃借にかかる経費の支出について（平成２５年９月分）
128,000

都市計画局 総務担当 平成25年08月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　不動産賃借料 都市計画局公舎賃借にかかる経費の支出について（平成２５年９月分）
119,000

都市計画局 総務担当 平成25年08月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（７月分）
72,078

都市計画局 総務担当 平成25年08月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（７月分）
1,839

都市計画局 総務担当 平成25年08月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（７月分）
23,884

都市計画局 総務担当 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　都市経済委員会行政視察の随行にかかる出張旅費の支出について
93,360

都市計画局 総務担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　うめきた２期に関する打ち合わせに伴う出張旅費の支出について
28,820

都市計画局 総務担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　「うめきた地区開発」に関する打ち合わせ等に伴う出張旅費の支出について
37,000

都市計画局 総務担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（７月分）
41,270

都市計画局 総務担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　筆耕翻訳料 一般事務用　机上標の書替にかかる経費の支出について
1,050

都市計画局 総務担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（７月分）
22,190

都市計画局 総務担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（７月分）
31,190

都市計画局 総務担当 平成25年08月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 科学技術振興調査用　グローバルイノベーション会議に関する意見交換等に伴う出張旅費の支出について
57,320

都市計画局 総務担当 平成25年08月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（７月分）
18,760

都市計画局 統計調査担当 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　損害保険料 統計調査員研修確保対策事務用　平成25年度大阪市登録調査員等研修会に係る傷害保険料の支出について
2,756

都市計画局 統計調査担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 工業統計調査事務用管外出張旅費の支出について【平成25年工業統計調査説明会（近畿・四国ブロック）】
58,120

都市計画局 統計調査担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 使用料及賃借料　使用料 統計整備事務用統計資料室内管理用端末の使用料について（７月分）
12,915

都市計画局 うめきた整備担当 平成25年08月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 うめきた地区市街地周辺模型運搬等業務の支出について
241,500

都市計画局 イノベーション担当 平成25年08月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する電話回線の利用にかかる経費の支出について（７月請求分）
35,594

都市計画局 イノベーション担当 平成25年08月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する乾式電子複合機（白黒）の使用にかかる経費の支出について（６月分）
18,826

都市計画局 イノベーション担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 報償費　報償金 （仮称）グローバルイノベーションファンド無限責任組合員選定検討会の開催経費の支出について
59,280

都市計画局 イノベーション担当 平成25年08月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスの使用にかかる経費（６月分）の支出について
6,804

都市計画局 イノベーション担当 平成25年08月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　不動産賃借料 株式会社ＫＭＯとの定期建物賃貸借契約に係る経費の支出について（９月分）
2,236,878

都市計画局 イノベーション担当 平成25年08月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 株式会社ＫＭＯとの定期建物賃貸借契約に係る経費の支出について（９月分）
745,626

都市計画局 イノベーション担当 平成25年08月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 大阪イノベーションハブにおける電気代の支出について(6月21日～7月20日分)
177,001

都市計画局 イノベーション担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 報償費　報償金 法律相談にかかる経費の支出について（平成25年４月18日分）
26,250

都市計画局 イノベーション担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する乾式電子複合機（白黒）の使用にかかる経費の支出について（７月分）
11,214

都市計画局 イノベーション担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル光熱費（７月分）の支出について
47,151

都市計画局 イノベーション担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスの使用にかかる経費（７月分）の支出について
6,804

都市計画局 イノベーション担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 グローバルイノベーション創出支援環境の構築用クラウド型Ｗｅｂ会議サービスにかかる経費の支出について（７月分）
20,475

都市計画局 イノベーション担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル分担金（８月分）の支出について
1,089,148

都市計画局 開発計画課 平成25年08月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用インターネットプロバイダ料金等の支出について（6月分）
2,400

都市計画局 開発計画課 平成25年08月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　手数料 淀屋橋アイ・スポット用インターネットプロバイダ料金等の支出について（6月分）
105

都市計画局 開発計画課 平成25年08月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 開発計画関係事務用咲洲庁舎（夢洲・咲洲地区活性化共同チーム）コピー代の支出について（４～６月分）
10,122

都市計画局 開発計画課 平成25年08月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用管外出張旅費の支出について（7月12日分）
28,790

都市計画局 開発計画課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用市内出張交通費等の支出について（6月分）
22,042

都市計画局 開発計画課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 開発計画関係事務用大阪府咲洲庁舎にかかる電話料金の支出について（６月分）
34,461

都市計画局 開発計画課 平成25年08月16日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 旅費　普通旅費 土地先行取得事務用市内出張交通費等の支出について（6月分）
8,960

都市計画局 開発計画課 平成25年08月16日 土地先行取得事業会計 都市開発資金事業費 事業費 土地取得費 旅費　普通旅費 土地先行取得事務用市内出張交通費等の支出について（6月分）
860

都市計画局 開発計画課 平成25年08月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 アイ・スポットにおける管理運営用業務委託経費の支出について（6月分）
280,560

都市計画局 開発計画課 平成25年08月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用市内出張交通費等の支出について（夢咲チーム　４月分）
1,359

都市計画局 開発計画課 平成25年08月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（咲州庁舎）費用の支出について（７月分）
6,804

都市計画局 開発計画課 平成25年08月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用管外出張旅費の支出について（7月26日分）
57,330

都市計画局 開発計画課 平成25年08月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用市内出張交通費等の支出について（夢咲チーム　５月分）
1,534

都市計画局 開発計画課 平成25年08月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 自律走行型自動車に関する打合せ等のための出張命令及び旅費の支出について
58,500

都市計画局 開発計画課 平成25年08月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 淀屋橋アイ・スポット用電気料の支出について（7月分）
16,776

都市計画局 開発計画課 平成25年08月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 開発計画関係事務用ファクシミリ借入にかかる経費の支出について（7月分）
3,937
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都市計画局 開発計画課 平成25年08月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 淀屋橋アイ・スポット用管理費（分担金）の支出について（8月分）
100,842

都市計画局 開発誘導課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　筆耕翻訳料 都市景観委員会用第35回大阪市都市景観委員会速記録作成業務に係る経費の支出について
42,000

都市計画局 開発誘導課 平成25年08月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　補助金 まちづくり活動支援事業用まちづくり活動支援制度に基づく補助金の支出について（第1回　久左衛門町及び三津寺町まちづくり協議会）
150,000

都市計画局 開発誘導課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 開発許可関係事務用　管外出張旅費の支出について（福井市）
12,530

都市計画局 開発誘導課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　食糧費 都市景観委員会用第35回大阪市都市景観委員会に係る食糧費の支出について（8名分）
800

都市計画局 開発誘導課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 都市景観委員会用第35回大阪市都市景観委員会開催にかかる会場使用料の支出について
35,160

都市計画局 開発誘導課 平成25年08月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 景観形成方策の推進用平成２５年度景観法等各種届出データ整備業務委託料の支出について
91,350

都市計画局 開発誘導課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報酬　其他委員等報酬 都市景観委員会用第35回大阪市都市景観委員会開催に係る委員報酬及び交通費の支出について
151,320

都市計画局 開発誘導課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　費用弁償 都市景観委員会用第35回大阪市都市景観委員会開催に係る委員報酬及び交通費の支出について
8,580

都市計画局 開発誘導課 平成25年08月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　補助金 まちづくり活動支援事業用まちづくり活動支援制度に基づく補助金の支出について（第1回　なんば安全安心にぎわいのまちづくり協議会）
150,000

都市計画局 開発誘導課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 建築美観誘導事務用　御堂筋のまちなみ創造方策検討有識者会議の事前説明にかかる旅費の支出について
2,700

都市計画局 開発誘導課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 建築美観誘導事務用開発誘導課市内出張交通費等の支出について（６月分）
7,852

都市計画局 開発誘導課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 開発許可関係事務用　開発許可・宅地防災行政連絡協議会の参加に係る資料代の支出について
3,000

都市計画局 建築企画課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　事務用品の購入経費の支出について
18,196

都市計画局 建築企画課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　事務用品の購入経費の支出について
43,785

都市計画局 建築企画課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（６月分）の支出について
38,161

都市計画局 建築企画課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（６月分）の支出について
20,483

都市計画局 建築企画課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　登記事項等　申請書の印刷にかかる経費の支出について
13,860

都市計画局 建築企画課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　書籍の購入にかかる経費の支出について
5,820

都市計画局 建築企画課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　印刷製本費 建築基準行政事務用　証明写真の印刷業務にかかる支出について
7,980

都市計画局 建築企画課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 負担金、補助及交付金　会費 建築基準行政事務用　大阪府内建築行政連絡協議会平成２５年度会費の支出について
30,000

都市計画局 建築企画課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 負担金、補助及交付金　会費 建築基準行政事務用　近畿建築行政会議平成２５年度会費の支出について
38,000

都市計画局 建築企画課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（７月分）の支出について（相談用）
8,899

都市計画局 建築企画課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用（７月分）平成２５年度　建築計画概要書等の写しの交付等業務委託の支出について
168,771

都市計画局 建築企画課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築行政事務用　モノクロファクシミリ使用料の支出について（７月分）
12,180

都市計画局 建築企画課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 平成25年度大阪府内建築審査会長会議出席にかかる委員報酬及び旅費の支出について
23,765

都市計画局 建築企画課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　其他委員等旅費 平成25年度大阪府内建築審査会長会議出席にかかる委員報酬及び旅費の支出について
1,380

都市計画局 建築企画課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　書籍購入にかかる経費の支出について
45,850

都市計画局 建築企画課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（７月分）の支出について
24,954

都市計画局 建築企画課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（７月分）の支出について
49,972

都市計画局 建築企画課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 建築行政事務用　地下鉄回数カードの購入について
90,000

都市計画局 建築確認課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　平成２５年建築台帳整備に係るデータ入力業務委託料（７月分）の支出について
492,266

都市計画局 建築確認課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用　建築行政共用データベースシステム（庁内サーバ環境）利用料（７月分）の支出について
261,660

都市計画局 建築確認課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用　平成２３年度建築行政支援システムの再構築に係る機器長期借入料（７月分）の支出について
62,895

都市計画局 建築確認課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　手数料 建築基準行政事務用　構造計算適合性判定業務手数料の支出について　7月分（GBRC）
361,900

福祉局 総務課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞の買入（年間購読）について
11,775

福祉局 総務課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　赤旗日刊紙外２紙の買入（年間購読）について
14,400

福祉局 総務課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞の買入（年間購読）について
11,775

福祉局 総務課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞の買入（年間購読）について
11,775

福祉局 総務課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　日本経済新聞の買入（年間購読）について
13,149

福祉局 総務課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　大阪日日新聞の買入（年間購読）について
5,985

福祉局 総務課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞の買入（年間購読）について
11,775

福祉局 総務課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 事務参考用　官報情報検索サービスの利用経費の支出について
6,300

福祉局 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 社会福祉施設措置費等の支払事務委託契約に係る所要経費の支出について（上半期分　１回目／全２回）
23,301,699

福祉局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総務課事務用　市内出張交通費4月から6月分の支出について
45,100

福祉局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 法人監理事務用社会福祉法人・施設の経営実務買入について
3,430

福祉局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（平成２５年６月分）
31,080

福祉局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑳　一般事務用　平成25年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（更生相談所）（平成２５年７月分）
6,510
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福祉局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑤　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成22年5月導入）の長期借入について（平成２５年７月分）
117,264

福祉局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑯　一般事務用　平成25年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（介護保険課）(平成２５年７月分）
5,985

福祉局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑧　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成23年3月導入）の長期借入について（平成２５年７月分）
229,148

福祉局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑫　「庁内情報利用パソコン等機器（福祉局）借入（再リース）」経費の支出について（平成２５年７月分）
28,875

福祉局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑦　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成23年3月導入）の長期借入について（平成２５年７月分）
885,945

福祉局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑱　一般事務用　平成25年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（リハセン・更生相談所一時保護所）（平成２５年７月分）
7,560

福祉局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑲　一般事務用　平成25年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（地域福祉課）（平成２５年７月分）
5,460

福祉局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑩　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２５．３導入）長期借入及び所要経費の支出について（平成２５年７月分）
171,355

福祉局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑬　一般事務用　視覚障害者用パソコン等機器の長期借入の実施及び所要経費の支出について（平成２５年７月分）
51,849

福祉局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑰　一般事務用　平成25年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（総務部外３ヶ所）（平成２５年７月分）
27,720

福祉局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑥　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成22年7月導入）の長期借入について（平成２５年７月分）
51,555

福祉局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑪　「庁内情報利用パソコン等機器（福祉局）借入（再リース）その２」経費の支出について（平成２５年７月）
59,640

福祉局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（平成25年８月分）
755,478

福祉局 総務課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（平成２５年６月分）
30,321

福祉局 総務課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（平成25年８月分）
737,050

福祉局 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑭　一般事務用　平成２５年度デジタル印刷機長期借入（総務部）の実施及び所要経費の支出について（平成２５年７月分）
9,828

福祉局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用逓送未配達事業所への郵送経費の支出について（弘済院・平成25年7月分）
1,410

福祉局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ④　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成22年3月導入）の長期借入について（平成２５年７月分）
233,770

福祉局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑨　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２４．１１導入）長期借入及び所要経費の支出について（平成２５年７月分）
128,656

福祉局 総務課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２５年７月分コピー代金の支出について（２台分）
55,170

福祉局 総務課 平成25年08月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２５年７月分コピー代金の支出について（２台分）
53,825

福祉局 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 法人監理グループにおける後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
19,540

福祉局 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張旅費の支出について（平成２５年４・５・６月分）
31,333

福祉局 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑮　一般事務用　平成25年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（更生相談所分室)（平成２５年７月分）
6,615

福祉局 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）にかかる経費の支出について（７月分）
8,949

福祉局 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）にかかる経費の支出について（７月分）
132

福祉局 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 平成25年度産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）にかかる経費の支出について（７月分）
5,872

福祉局 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成25年度産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）にかかる経費の支出について（７月分）
17,544

福祉局 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成25年度産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）にかかる経費の支出について（７月分）
1,691

福祉局 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平成25年度産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）にかかる経費の支出について（７月分）
6,286

福祉局 総務課 平成25年08月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成25年度産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）にかかる経費の支出について（７月分）
729

福祉局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 法人監理事務用社会福祉法人設立・運営の手引き２０１３年度版買入について
3,300

福祉局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（４回線）の支出について（７月分）
42,300

福祉局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 福祉局文書等逓送業務委託の実施及び同経費の支出について（平成２５年７月分）
55,510

福祉局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 福祉局文書等逓送業務委託の実施及び同経費の支出について（平成２５年７月分）
111,020

福祉局 総務課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（４回線）の支出について（７月分）
41,268

福祉局 経理・企画課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 「厚生の指標」外３点　買入（年間購読）に係る支出について（７月分）
37,218

福祉局 経理・企画課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 経理・調達グループ市内出張交通費の支払いについて（平成25年度６月分）
4,060

福祉局 経理・企画課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 施設管理用もと生江地区共同浴場の電気代の支出について（7月分）
356

福祉局 経理・企画課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成25年度福祉局小口支払基金の繰入について（７月分）
2,343

福祉局 経理・企画課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　食糧費 平成25年度福祉局小口支払基金の繰入について（７月分）
6,900

福祉局 経理・企画課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成25年度福祉局小口支払基金の繰入について（７月分）
18,950

福祉局 経理・企画課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度福祉局小口支払基金の繰入について（７月分）
2,200

福祉局 経理・企画課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 管財グループ事務用品（インクカートリッジ）の購入にかかる経費の支出について
15,750

福祉局 経理・企画課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 管財グループ事務用品（蛍光ペン（黄）　外４点）の購入にかかる経費の支出について
13,639

福祉局 経理・企画課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 企画グループ業務用普通旅費の支出について（7月分）
350

福祉局 経理・企画課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 管財グループ業務用普通旅費の支出について（７月分）
42,620

福祉局 経理・企画課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２５年度もと夕凪寮機械警備業務委託の実施について（７月分）
18,585
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福祉局 経理・企画課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 施設管理用港区老人福祉センターの電気代の支出について（7月分）
124,381

福祉局 経理・企画課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年国民生活基礎調査等に係る報酬及び費用弁償の支出について
992,800

福祉局 経理・企画課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２５年国民生活基礎調査等に係る報酬及び費用弁償の支出について
80,800

福祉局 経理・企画課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 経理・調達グループ市内出張交通費の支払いについて（平成25年度７月分）
4,380

福祉局 経理・企画課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成２５年度福祉局後納郵便料金の一括支払について（７月分）
1,192,174

福祉局 更生相談所 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 更生相談所事業用　生活保護費の支出について(敷金等）８月分
2,304,140

福祉局 更生相談所 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 更生相談所事業用　生活保護費の支出について(敷金等）８月分
3,990,000

福祉局 更生相談所 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代金の支出について（業務センター６月分）
26,838

福祉局 更生相談所 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 緊急入院保護業務センター内庁内情報ネットワーク回線等使用料（４月分）について
6,804

福祉局 更生相談所 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 更生相談所事業用　生活保護費の支出について（確定払い）７月分
151,369

福祉局 更生相談所 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 更生相談所事業用　生活保護費の支出について（確定払い）７月分
250,965

福祉局 更生相談所 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 更生相談所事業用　生活保護費の支出について（確定払い）７月分
425,100

福祉局 更生相談所 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 生活保護業務用市内出張旅費（近接地含）の支出について（老人福祉・６月分）
1,840

福祉局 更生相談所 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 緊急入院保護業務センター生活保護費（７月分２回目）の支出について
322,823

福祉局 更生相談所 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 緊急入院保護業務センター生活保護費（８月分）の支出について
72,953

福祉局 更生相談所 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 緊急入院保護業務センター生活保護費（７月分２回目）の支出について
1,009,325

福祉局 更生相談所 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 緊急入院保護業務センター生活保護費（８月分）の支出について
869,088

福祉局 更生相談所 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 緊急入院保護業務センター生活保護費（７月分２回目）の支出について
1,141,480

福祉局 更生相談所 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 緊急入院保護業務センター生活保護費（８月分）の支出について
877,710

福祉局 更生相談所 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
118,747

福祉局 更生相談所 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
15,828

福祉局 更生相談所 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
21,937

福祉局 更生相談所 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用　施設入所者収入認定説明会にかかる管外出張旅費の支出について(７月26日・ジョイガーデン)
7,560

福祉局 更生相談所 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（緊急入院保護業務センター）７月分の支出について
10,000

福祉局 更生相談所 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 緊急入院保護業務センター内庁内情報ネットワーク回線等使用料（５月分）について
6,804

福祉局 更生相談所 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金（緊急入院保護業務センター）７月分の支出について
3,465

福祉局 更生相談所 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
34,954

福祉局 更生相談所 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
154,967

福祉局 更生相談所 平成25年08月19日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
15,817

福祉局 更生相談所 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 更生相談所管理用電気使用料の支出について（７月分）
224,358

福祉局 更生相談所 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 使用料及賃借料　使用料 更生相談所管理用自動体外式除細動器の長期借入経費の支出について（平成２５年７月分）
7,980

福祉局 更生相談所 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用　面接業務にかかる管外出張旅費の支出について(8月8日、橡生の里・さわやか荘)
7,560

福祉局 更生相談所 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用市内出張旅費（近接地含）の支出について（６月分）
45,350

福祉局 更生相談所 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 更生相談所事務用小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
4,000

福祉局 更生相談所 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 セロハンテープ外５点の購入経費の支出について
18,732

福祉局 更生相談所 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 更生相談所事業用　老人保護措置費（葬祭費）の支出について
254,000

福祉局 更生相談所 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用　面接業務にかかる管外出張旅費の支出について(7月30日　橡生の里)
3,780

福祉局 更生相談所 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用　施設入所者収入認定説明会にかかる管外出張旅費の支出について(7月29日・橡生の里、さわやか荘・角川ヴィラ)
14,960

福祉局 更生相談所 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用　面接業務にかかる管外出張旅費の支出について(７月３０日・角川ヴィラ)
3,780

福祉局 更生相談所 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　消耗品費 更生相談所管理用コピー代(管理担当　７月分)の支出について
19,034

福祉局 更生相談所 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　消耗品費 更生相談所管理用コピー代(保護担当)の支出について(7月分)
19,644

福祉局 更生相談所 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 更生相談所事業用　生活保護費の支出について（日用品費）９月分
2,534,000

福祉局 更生相談所 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（扶助費）９月分の支出について
11,037,500

福祉局 更生相談所 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費（扶助費）９月分の支出について
2,772,000

福祉局 更生相談所 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 更生相談所事業用　生活保護費の支出について（日用品費）９月分
60,000

福祉局 更生相談所 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（扶助費）９月分の支出について
30,000

福祉局 更生相談所 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用市内出張交通費の支出について（５月分）
48,900

福祉局 更生相談所 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（７月分）の支出について（差出分）
211,790
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福祉局 更生相談所 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（７月分）の支出について（受取人払分）
39,875

福祉局 更生相談所 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 更生相談所生活保護事務用郵便料金の支出について（７月分）
170,910

福祉局 更生相談所 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 更生相談所事業用　生活保護費の支出について（敷金等）９月分
2,304,140

福祉局 更生相談所 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 更生相談所事業用　生活保護費の支出について（確定払い）８月分
963,819

福祉局 更生相談所 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 更生相談所事業用　生活保護費の支出について（敷金等）９月分
3,990,000

福祉局 更生相談所 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 更生相談所事業用　生活保護費の支出について（確定払い）８月分
402,586

福祉局 更生相談所 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 更生相談所事業用　生活保護費の支出について（確定払い）８月分
217,405

福祉局 地域福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 平成25年度近畿ブロック府県・指定都市民生委員・児童委員関係事業会議参加にかかる交通費の支出について
7,380

福祉局 地域福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２５年度　休日・夜間サポートライン事業委託経費の支出について（上半期分）（長期継続契約）
13,034,554

福祉局 地域福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２５年度権利擁護相談支援サポートセンター事業委託経費の支出について（上半期分）（長期継続契約）
25,185,626

福祉局 地域福祉課 平成25年08月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢者虐待防止にかかる専門相談事業（単価契約）経費の支出について（第１四半期）
128,000

福祉局 地域福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成25年度近畿ブロック府県・指定都市民生委員・児童委員関係事業会議参加にかかる交通費の支出について
820

福祉局 地域福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 ホームレス自立支援事業用市内出張交通費（６月分）の支出について
26,473

福祉局 地域福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ホームレス自立支援事業用ゴム印の買入経費の支出について
1,149

福祉局 地域福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 住宅支援給付事業住宅支援給付（８月支給決定・民間賃貸住宅_月中支払分）の支出について
548,500

福祉局 地域福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者虐待防止にかかる専門相談事業（単価契約）経費の支出について（第１四半期）
16,000

福祉局 地域福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 「生活困窮者自立促進支援モデル事業担当者連絡会議」への出席にかかる経費の支出について
57,980

福祉局 地域福祉課 平成25年08月16日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 使用料及賃借料　使用料 自立支援事業用　自立支援センター舞洲２施設物品使用料（平成２５年７月分）の支出について
1,771,350

福祉局 地域福祉課 平成25年08月16日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 使用料及賃借料　使用料 自立支援事業用　自立支援センター舞洲１施設物品使用料（平成２５年７月分）の支出について
1,521,153

福祉局 地域福祉課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢者虐待防止にかかる専門相談事業（単価契約）経費の支出について（第１四半期）
128,000

福祉局 地域福祉課 平成25年08月19日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 自立支援事業用　自立支援センターにおけるキャリアカウンセリング業務委託料（平成２５年７月分）の支出について
670,425

福祉局 地域福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム関係事務用プリンタトナーカートリッジ買入に伴う消耗品費の支出について
44,856

福祉局 地域福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム関係事務用プリンタトナーカートリッジ買入に伴う消耗品費の支出について
108,402

福祉局 地域福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 ホームレス自立支援事業用東京都出張にかかる経費の支出について（平成25年度全国自治体ホームレス対策協議会国家要望活動）
28,820

福祉局 地域福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総合福祉システム事務用市内出張交通費の支出について（４～７月分）
4,200

福祉局 地域福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム事務用　共通ソフトウェア借入に係る使用料の支出について（７月分）
255,305

福祉局 地域福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム事務用サーバ機及び周辺装置長期借入に係る使用料の支出について（７月分）
641,865

福祉局 地域福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム（認定事務センター分）事務用端末等機器増設に伴う機器の借入に係る使用料の支出について（７月分）
114,849

福祉局 地域福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム事務用端末機及び周辺装置長期借入に係る使用料の支出について（７月分）
404,136

福祉局 地域福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム事務用　共通ソフトウェア借入に係る使用料の支出について（７月分）
32,130

福祉局 地域福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム事務用端末機（住宅分２４台）長期借入に係る使用料の支出について（７月分）
79,128

福祉局 地域福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム事務用サーバ機及び周辺装置長期借入に係る使用料の支出について（７月分）
2,567,460

福祉局 地域福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム事務用端末機及び周辺装置長期借入に係る使用料の支出について（７月分）
2,102,808

福祉局 地域福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム事務用端末機（生保増設分２０３台）長期借入に係る使用料の支出について（７月分）
937,020

福祉局 地域福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム事務用端末機（生保増設分７７台）長期借入に係る使用料の支出について（７月分）
202,125

福祉局 地域福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム事務用　共通ソフトウェア借入に係る使用料の支出について（７月分）
1,551,939

福祉局 地域福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム事務用端末機及び周辺装置長期借入に係る使用料の支出について（７月分）
363,507

福祉局 地域福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム事務用　共通ソフトウェア借入に係る使用料の支出について（７月分）
224,998

福祉局 地域福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム事務用サーバ機及び周辺装置長期借入に係る使用料の支出について（７月分）
641,865

福祉局 地域福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム事務用サーバ機及び周辺装置長期借入に係る使用料の支出について（７月分）
1,283,730

福祉局 地域福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム事務用端末機及び周辺装置長期借入に係る使用料の支出について（７月分）
588,123

福祉局 地域福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム事務用　共通ソフトウェア借入に係る使用料の支出について（７月分）
393,447

福祉局 地域福祉課 平成25年08月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 高齢者虐待防止にかかる緊急連絡携帯電話料金の支出について
2,159

福祉局 地域福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 相談支援グループ　６月分出張旅費の支出について
5,850

福祉局 地域福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 住宅支援給付事業住宅支援給付（８月支給決定・市営住宅分）の支出について
453,400

福祉局 地域福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 住宅支援給付事業住宅支援給付（８月支給決定・府営住宅分）の支出について
64,000

福祉局 地域福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 第1回大阪市地域福祉活動推進事業委託事業者選定会議にかかる報償金の支出について
17,325

福祉局 地域福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２５年度　水道料金福祉減免措置にかかる交付金（第１四半期）の支出について
641,760,804
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福祉局 地域福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２５年度　下水道料金福祉減免措置にかかる交付金（第１四半期）の支出について
371,600,631

福祉局 地域福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 住宅支援給付事業住宅支援給付（８月支給決定・民間賃貸住宅_８月末支払分）の支出について
6,705,900

福祉局 保護課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（８月分）
17,539,381

福祉局 保護課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　住宅扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（８月分）
5,914,275

福祉局 保護課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（８月分）
4,032

福祉局 保護課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（８月分）
4,480

福祉局 保護課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　広告料 行旅死亡人官報公告用掲載料について(平成25年6月申込分)
37,638

福祉局 保護課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 指導事業用大阪市生活保護制度返還金・徴収金口座振替済報告書外１点の印刷にかかる経費の支出について
68,922

福祉局 保護課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　印刷製本費 生活保護基準額表の印刷及び同経費の支出について
49,140

福祉局 保護課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（ホーリーホーム６月分）
917,400

福祉局 保護課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（三徳寮６月分）
2,301,500

福祉局 保護課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２５年度中国語通訳委託業務（単価契約）にかかる経費の支出について
81,779

福祉局 保護課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（淀川救護寮６月分）
427,500

福祉局 保護課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（今池平和寮６月分）
182,600

福祉局 保護課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（淀川更生寮６月分）
522,100

福祉局 保護課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 居宅生活移行支援事業にかかる委託料の支出について（平和寮６月分）
165,000

福祉局 保護課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 「第８６回大都市生活保護主管課長会議」への出張について
83,420

福祉局 保護課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護施設措置費（平成25年8月分）の支出について
74,355,760

福祉局 保護課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　施設事務費 生活保護施設措置費（平成25年8月分）の支出について
247,014,567

福祉局 保護課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 大阪市中国残留邦人等に対する支援給付事務用介護券　外１件の印刷及び同所要経費の支出について
28,980

福祉局 保護課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護適正化推進チーム強化事業にかかる医療扶助の適正化に関する法律相談顧問委託契約にかかる所要経費の支出について（第１四半期分）
315,000

福祉局 保護課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体統合等処理業務の経費の支出について
96

福祉局 保護課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２５年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体統合等処理業務の経費の支出について
8,722

福祉局 保護課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２５年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体統合等処理業務の経費の支出について
28,752

福祉局 保護課 平成25年08月08日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成２５年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体統合等処理業務の経費の支出について
432,342

福祉局 保護課 平成25年08月08日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２５年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体統合等処理業務の経費の支出について
2,588

福祉局 保護課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の公務災害にかかる療養補償費の支出について（平成２５年３月分）
19,338

福祉局 保護課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護適正化推進チーム強化事業にかかる「第３５回指定都市市長会議」及び「第９回市民生活・都市活力部会」への出張について
57,000

福祉局 保護課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護一般事務用　平成２５年度「生活と福祉」買入にかかる経費の支出について（７月分）
10,395

福祉局 保護課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市立生活保護施設の運営委託料に係る経費の支出について（８月分）　　　　　　　（淀川救護寮、淀川更生寮、大淀救護寮、大淀更生寮、港晴寮、第２港晴寮）
112,057,410

福祉局 保護課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市任期付職員（福祉職員：生活保護ケースワーカー）の平成２５年９月１日付任用にかかる論文試験出題・採点業務経費の支出について
33,300

福祉局 保護課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費）の支出について
20,706

福祉局 保護課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡）の支出について
22,454

福祉局 保護課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（天王寺区ほか５地域）にかかる委託料の支出について（５月分）
2,709,570

福祉局 保護課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費住宅扶助金（府営住宅代理納付分）平成２５年８月分の支出について
33,382,900

福祉局 保護課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 大阪市中国残留邦人等に対する地域生活支援業務委託経費の支出について（６月分）
2,310,998

福祉局 保護課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費）の支出について
1,943

福祉局 保護課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる文書料等の支出について
5,775

福祉局 保護課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（生野区ほか３地域）にかかる委託料の支出について（６月分）
2,725,000

福祉局 保護課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（都島区ほか９地域）にかかる委託料の支出について（６月分）
2,870,000

福祉局 保護課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（北区ほか３地域）にかかる委託料の支出について（６月分）
1,640,000

福祉局 保護課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護布団類の購入及び同所要経費の支出について（平成２５年５月分）
1,377,720

福祉局 保護課 平成25年08月19日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　消耗品費 平成２５年度　あいりんシェルター利用者への配布用乾パンの購入及び同所要経費の支出について（第１回納品分）
1,527,926

福祉局 保護課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 中国残留邦人等支援給付レセプト電子データ提供料の支出について　平成２５年６月審査分
1,953

福祉局 保護課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　印刷製本費 生活扶助基準生活費改定周知ビラの印刷及び同経費の支出について
57,057

福祉局 保護課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 総福システム関連用レセプト電子データ提供料の支出について　平成２５年６月審査分
627,970

福祉局 保護課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 監査指導研修用市内出張交通費（６月分）の支出について　査察グループ
49,490

福祉局 保護課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人介護支援給付費審査支払手数料平成２５年７月審査分（８月支払分）の支出について
16,435
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福祉局 保護課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 中国残留邦人等介護支援給付費　平成２５年７月審査分（８月支払分）の支出について
967,132

福祉局 保護課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護業務用生活保護法介護給付費審査支払委託料平成２５年７月審査分（８月支払分）の支出について
5,267,845

福祉局 保護課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用　生活保護法介護給付費（介護扶助）平成２５年７月審査分（８月支払分）の支出について
435,522,706

福祉局 保護課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 旅費　普通旅費 環境改善事業用市内出張交通費（７月分）の支出について
22,460

福祉局 保護課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 あいりん越年対策事業南港臨時宿泊所にかかる機械警備及び巡回警備業務委託料の支出について
42,840

福祉局 保護課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる施術報酬の支出について（８月分）
103,666

福祉局 保護課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 中国残留邦人等の日本語教室通学にかかる交通費等の支出について（平成２５年７月申請分）
319,885

福祉局 保護課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護布団類の購入及び同所要経費の支出について（平成２５年６月分）
1,206,840

福祉局 保護課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム関連事業用封筒の買入及び同所要経費の支出について（第１回納品分）
4,159,470

福祉局 保護課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務適正化担当・ケースワーカー用携帯電話端末の回線使用料の支出について（7月分）
164,769

福祉局 保護課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護事務用レセプト管理システムサーバ等機器一式長期借入にかかる支出について（７月分）
241,500

福祉局 保護課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護事務用レセプト管理システム共通ソフトウェア賃借にかかる支出について（７月分）
26,460

福祉局 保護課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護事務用レセプト管理システム端末機器一式長期借入にかかる所要経費の支出について（７月分）
345,933

福祉局 保護課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法医療扶助金施術報酬の支出について（平成２５年８月審査分）
24,341,470

福祉局 保護課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２５年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（７月分：４）の支出について
357,840

福祉局 保護課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２５年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（６月業務分、７月分保護費）の支出について
1,563,345

福祉局 保護課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２５年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（７月分：１）の支出について
160,492

福祉局 保護課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２５年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（７月分：３）の支出について
144,112

福祉局 保護課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２５年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（７月分：２）の支出について
327,285

福祉局 保護課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（胸腰椎装具軟性）の支出について
30,745

福祉局 保護課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 総合福祉システム用医療券等送付にかかる郵便料金　平成２５年７月分の支出について
1,247,472

福祉局 保護課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成25年度生活保護担当職員研修事業にかかる委託料の支出について（第１四半期分）
2,240,054

福祉局 保護課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 高校就学支援員派遣事業（天王寺区ほか５地域）にかかる委託料の支出について（６月分）
2,504,980

福祉局 保護課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２５年度　総合福祉システム（生活保護システム）出力帳票封入封緘送付等業務の実施について　７月作業分
935,583

福祉局 保護課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費口座払分(平成２５年９月分）の支出について
6,912,325,728

福祉局 保護課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費口座払分(平成２５年９月分）の支出について
3,374,563,396

福祉局 保護課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費口座払分(平成２５年９月分）の支出について
60,220,301

福祉局 保護課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費口座払分(平成２５年９月分）の支出について
36,008,357

福祉局 保護課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等支援給付審査支払委託料　平成２５年７月審査分の支出について
67,254

福祉局 保護課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（９月分）
17,409,283

福祉局 保護課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　住宅扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（９月分）
5,662,475

福祉局 保護課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（９月分）
7,350

福祉局 保護課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 中国残留邦人等支援給付診療報酬　平成２５年８月審査分（概算払い）の支出について
31,681,000

福祉局 保護課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（９月分）
14,890

福祉局 保護課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する８月分報酬及び交通費の支出について
75,660

福祉局 保護課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　費用弁償 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する８月分報酬及び交通費の支出について
3,380

福祉局 保護課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護指導調査等事業用保護記録（ケースファイル）外１点の買入及び所要経費の支出について
470,793

福祉局 保護課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護一般事務用入院患者日用品費等受領書返送郵便料金（７月分）の支出について
21,595

福祉局 保護課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護審査支払委託料　平成２５年７月審査分の支出について
23,670,975

福祉局 保護課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護診療報酬　平成２５年８月審査分（概算払い）の支出について
10,201,360,630

福祉局 保護課 平成25年08月30日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 報償費　報償金 平成２５年度（仮称）あいりんシェルター新築設計業者選考会議に係る委員報酬等の支出について
133,280

福祉局 保険年金課 平成25年08月01日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 後期高齢者医療事業用　８月分還付金の支出について
1,200,000

福祉局 保険年金課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 平成２５年度国民年金システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（６月分）
28,711

福祉局 保険年金課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度医療助成事業用（老人・重度障害・ひとり親）パンチデータ作成業務委託料の支出について（平成２５年６月分）
50,185

福祉局 保険年金課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２５年度医療助成事業用（老人・重度障害・ひとり親）パンチデータ作成業務委託料の支出について（平成２５年６月分）
110,617

福祉局 保険年金課 平成25年08月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２５年度医療助成事業用（老人・重度障害・ひとり親）パンチデータ作成業務委託料の支出について（平成２５年６月分）
19,129

福祉局 保険年金課 平成25年08月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２５年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務の実施及び同所要経費の支出について（６月分）
475,801

福祉局 保険年金課 平成25年08月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　システムパンチデータ作成業務委託料の支出について
3,159
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福祉局 保険年金課 平成25年08月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（７月正常分娩）
38,220

福祉局 保険年金課 平成25年08月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（７月正常分娩）
75,100,500

福祉局 保険年金課 平成25年08月02日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（５月分）
42,856

福祉局 保険年金課 平成25年08月05日 国民健康保険事業会計 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２５年度第４期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
3,741,313,000

福祉局 保険年金課 平成25年08月05日 国民健康保険事業会計 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金
後期高齢者関係事務費
拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２５年度第４期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
307,000

福祉局 保険年金課 平成25年08月05日 国民健康保険事業会計 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２５年度第４期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
3,450,000

福祉局 保険年金課 平成25年08月05日 国民健康保険事業会計 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金
前期高齢者関係事務費
拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２５年度第４期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
307,000

福祉局 保険年金課 平成25年08月05日 国民健康保険事業会計 介護納付金 介護納付金 介護納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２５年度第４期分　介護給付費・地域支援事業支援納付金の支出について
1,452,237,000

福祉局 保険年金課 平成25年08月05日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 後期高齢者医療制度事務参考用　高齢者医療確保法ハンドブック追録　買入
12,800

福祉局 保険年金課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所の耐震改修工事に伴うねんきんネット用端末の移設に係る回線及び配線工事費の支出について
12,379

福祉局 保険年金課 平成25年08月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保事務用　国民健康保険料減免申請書送付用封筒　外３点の作成にかかる所要軽費の支出について
438,896

福祉局 保険年金課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の賃借契約及び同経費の支出について(6月分)
248,000

福祉局 保険年金課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の賃借契約及び同経費の支出について(6月分)
554,000

福祉局 保険年金課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の賃借契約及び同経費の支出について(6月分)
554,000

福祉局 保険年金課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の賃借契約及び同経費の支出について(6月分)
248,000

福祉局 保険年金課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の賃借契約及び同経費の支出について(6月分)
75,600

福祉局 保険年金課 平成25年08月07日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の賃借契約及び同経費の支出について(6月分)
248,000

福祉局 保険年金課 平成25年08月07日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の賃借契約及び同経費の支出について(6月分)
554,000

福祉局 保険年金課 平成25年08月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の賃借契約及び同経費の支出について(6月分)
2,213,215

福祉局 保険年金課 平成25年08月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の賃借契約及び同経費の支出について(6月分)
1,241,140

福祉局 保険年金課 平成25年08月07日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の賃借契約及び同経費の支出について(6月分)
554,000

福祉局 保険年金課 平成25年08月07日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の賃借契約及び同経費の支出について(6月分)
248,000

福祉局 保険年金課 平成25年08月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等の賃借契約及び同経費の支出について(6月分)
172,200

福祉局 保険年金課 平成25年08月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等の賃借契約及び同経費の支出について(6月分)
861,000

福祉局 保険年金課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２５年度　大阪府後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金の支出について（８月分）
2,087,055,000

福祉局 保険年金課 平成25年08月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事務用　市内出張交通費（６月分）の支出について
8,560

福祉局 保険年金課 平成25年08月09日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年７月分　後期高齢者医療保険料年金保険者還付金（歳出）の支出について
362,100

福祉局 保険年金課 平成25年08月12日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（８月１２日支払分）
2,669,991

福祉局 保険年金課 平成25年08月14日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（６月分）
5,230,974

福祉局 保険年金課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（７月追加分）
11,597

福祉局 保険年金課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（７月分）
5,631,602

福祉局 保険年金課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度医療助成事務用市内出張交通費の支払について（６月分）
2,080

福祉局 保険年金課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用鍼灸・マッサージにかかる療養費の支出について（７月分）
7,790,658

福祉局 保険年金課 平成25年08月15日 国民健康保険事業会計
高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費拠出金 負担金、補助及交付金　負担金 平成25年度高額医療費共同事業拠出金の支出について（第4期分）
799,381,479

福祉局 保険年金課 平成25年08月15日 国民健康保険事業会計
高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費共同事業拠
出金

保険財政共同安定化事
業拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成25年度保険財政共同安定化事業拠出金の支出について（第4期分）
2,500,618,852

福祉局 保険年金課 平成25年08月15日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２５年度後期高齢者医療事務用市内出張交通費の支払について（６月分）
4,600

福祉局 保険年金課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（連合会：８月審査概算払分）
189,978,945

福祉局 保険年金課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（８月審査概算払分）
333,886,196

福祉局 保険年金課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（７月異常分娩）
30,030

福祉局 保険年金課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 東日本大震災による療養給付費等概算請求及び保険者不明分医療費について（平成２５年７月分）
323

福祉局 保険年金課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用精神結核付加金（一般）の支出について（７月審査分）
28,180,926

福祉局 保険年金課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事務用療養の給付費（一般概算）の支出について（8月概算払分）
11,125,853,001

福祉局 保険年金課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付事業用療養費（一般）の支出について（８月決定分）
525,555,784

福祉局 保険年金課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（一般）の支出について（８月決定分）
1,613,028,032

福祉局 保険年金課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（柔整）の支出について（８月決定分）
5,493

福祉局 保険年金課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（平成２５年７月分）
61,812,092

福祉局 保険年金課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付事業用出産一時金（直接支払制度）の支出について（７月異常分娩）
54,756,714

福祉局 保険年金課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用精神結核付加金（一般）の支出について（７月審査分）
1,211,229
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福祉局 保険年金課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用療養の給付（退職）の支出について（7月審査分）
726,301,259

福祉局 保険年金課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付事業用療養費（退職）の支出について（８月決定分）
20,462,144

福祉局 保険年金課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（平成２５年７月分）
6,203,312

福祉局 保険年金課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（退職）の支出について（８月決定分）
103,675,229

福祉局 保険年金課 平成25年08月19日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２５年度特定健康診査（集団健診）に関する業務委託にかかる所要経費の支出について（７月分）
10,655,257

福祉局 保険年金課 平成25年08月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 需用費　消耗品費 後期高齢者医療事務用返信用封筒の買入及び所要経費の支出について
10,500

福祉局 保険年金課 平成25年08月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 平成２５年度後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（８月１９日支払分）
50,300

福祉局 保険年金課 平成25年08月19日
後期高齢者医療事業会
計

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２５年度　後期高齢者医療広域連合市町村負担金の支出について（７月普通徴収分保険料等収納額相当額）
214,606,338

福祉局 保険年金課 平成25年08月19日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（８月１９日支払分）
373,202

福祉局 保険年金課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 平成２５年度国民年金システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（７月分）
28,871

福祉局 保険年金課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 負担金、補助及交付金　会費 第５１回全国都市国民年金協議会総会及び研修会参加者負担金の支出について
4,000

福祉局 保険年金課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度医療助成事業用（老人・重度障害・ひとり親）パンチデータ作成業務委託料の支出について（平成２５年７月分）
50,267

福祉局 保険年金課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（連合会：７月審査分）
2,180,160

福祉局 保険年金課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（７月審査分）
108,480

福祉局 保険年金課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者医療費助成事業用訪問看護利用料助成費の支出について（７月分）
3,829,514

福祉局 保険年金課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用柔整療養費審査支払事務委託料の支出について（７月審査分）
253,920

福祉局 保険年金課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２５年度医療助成事業用（老人・重度障害・ひとり親）パンチデータ作成業務委託料の支出について（平成２５年７月分）
108,536

福祉局 保険年金課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（７月審査分）
7,383,936

福祉局 保険年金課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２５年度医療助成事業用（老人・重度障害・ひとり親）パンチデータ作成業務委託料の支出について（平成２５年７月分）
18,883

福祉局 保険年金課 平成25年08月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険（高額療養費支給申請書、療養費支給申請書、（鍼灸）、レセプト保留解除）システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（平成25年7月分）
463,428

福祉局 保険年金課 平成25年08月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（６月分）
403,463

福祉局 保険年金課 平成25年08月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（６月分）
8,524,789

福祉局 保険年金課 平成25年08月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（７月分）
629,476

福祉局 保険年金課 平成25年08月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（７月分）
37,031,320

福祉局 保険年金課 平成25年08月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（７月分）
2,941,880

福祉局 保険年金課 平成25年08月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る７月分（５月施術・一般）の支出について
97,293,070

福祉局 保険年金課 平成25年08月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る７月分（５月施術・退職）の支出について
4,228,289

福祉局 保険年金課 平成25年08月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（６月分）
1,644,232

福祉局 保険年金課 平成25年08月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 平成２５年度後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（８月２０日支払分）
457,500

福祉局 保険年金課 平成25年08月20日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（８月２０日支払分）
3,974,069

福祉局 保険年金課 平成25年08月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営業務の所要経費の支出について（６月分）
3,203,421

福祉局 保険年金課 平成25年08月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国保事務用　平成２５年度　保険年金課共通帳票Ａ４カット紙外３点の印刷経費の支出について（第１回）
15,980

福祉局 保険年金課 平成25年08月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国保事務用　平成２５年度　保険年金課共通帳票Ａ４カット紙外３点の印刷経費の支出について（第１回）
15,641

福祉局 保険年金課 平成25年08月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２５年度　大阪市国民健康保険等システム改修業務（特定世帯等に係る国民健康保険料の軽減特例措置の延長対応）の経費の支出について
21,425,302

福祉局 保険年金課 平成25年08月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 北区役所外２施設における国民健康保険等システム用端末機の期間移設工事に係る接続及び疎通・動作確認業務の経費の支出について
252,000

福祉局 保険年金課 平成25年08月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保事務用　平成２５年度　保険年金課共通帳票Ａ４カット紙外３点の印刷経費の支出について（第１回）
499

福祉局 保険年金課 平成25年08月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保事務用　平成２５年度　保険年金課共通帳票Ａ４カット紙外３点の印刷経費の支出について（第１回）
127,480

福祉局 保険年金課 平成25年08月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　手数料 国保・後期　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにおける請負業務の所要経費の支出について（初期経費分）
183,540

福祉局 保険年金課 平成25年08月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 備品購入費　機械器具費 国保・後期　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにおける請負業務の所要経費の支出について（初期経費分）
2,588,250

福祉局 保険年金課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用柔道整復師施術料の支出について（８月決定分）
3,981,013

福祉局 保険年金課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用柔道整復術療養費の支出について（８月決定分）
4,985,099

福祉局 保険年金課 平成25年08月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保事務用　国民健康保険被保険者証更新周知用ポスターデザイン版下作成業務委託料の支出について
73,500

福祉局 保険年金課 平成25年08月22日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　印刷製本費 特定保健指導取扱機関一覧（動機付け支援用　外１点）の印刷と所要経費の支出について
57,330

福祉局 保険年金課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者医療費助成事業用訪問看護利用料助成費の支出について（償還払分）
3,400

福祉局 保険年金課 平成25年08月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 大阪市国民健康保険診療報酬明細書点検室における光熱水費の支出について（平成２５年６月分）
10,198

福祉局 保険年金課 平成25年08月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場センタービル区分所有者会管理費及び修繕積立金の支出について(平成２５年８月分)
279,391

福祉局 保険年金課 平成25年08月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 平成25年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務委託料の支出について（７月分）
209,986

福祉局 保険年金課 平成25年08月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成25年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務委託経費の支出について（７月分）
1,008,573
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福祉局 保険年金課 平成25年08月23日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 需用費　消耗品費 医療費通知（国保）の印刷にかかる経費の支出について（７月納品分）
366,502

福祉局 保険年金課 平成25年08月23日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 需用費　印刷製本費 医療費通知同封用ビラ（第１期分）印刷にかかる経費の支出について
738,748

福祉局 保険年金課 平成25年08月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成２５年度後期高齢者医療制度システム出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）の支出について（７月分）
1,227,461

福祉局 保険年金課 平成25年08月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成25年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）の支出について（７月分）
128,048

福祉局 保険年金課 平成25年08月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成２５年度後期高齢者医療制度システム出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）の支出について（７月分）
196,589

福祉局 保険年金課 平成25年08月23日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（８月２３日支払分）
2,020,506

福祉局 保険年金課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保事務参考用）社会保険法規総覧追録２１２６号外５点（６月分）の買入及び経費の支出について
23,940

福祉局 保険年金課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保事務参考用）社会保険法規総覧追録２１３２号外５点（６月分（２））の買入及び経費の支出について
23,940

福祉局 保険年金課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国保事務参考用　国民健康保険事務提要追録220-234（5月分）の買入及び経費の支出について
54,000

福祉局 保険年金課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保事務用　平成25年度　国民健康保険料決定通知書封入封緘等業務委託料の支出について（７月分）
122,661

福祉局 保険年金課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２５年７月審査分特定健康診査等費用手数料の支出について
1,757,278

福祉局 保険年金課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２５年７月審査分特定健康診査等委託料の支出について
53,743,971

福祉局 保険年金課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２５年７月審査分特定健康診査等委託料（代行分）の支出について
23,088

福祉局 保険年金課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民年金事務用　３．５型ＭＯディスク　買入について
4,882

福祉局 保険年金課 平成25年08月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料
平成２５年度特定健康診査受診券世帯別データ作成にかかるプログラム月次運用及び特定保健指導利用券独自採番プログラム開発業務委託の実施並びに同所要経費
の支出について 1,229,550

福祉局 保険年金課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 第５１回全国都市国民年金協議会総会・研修会及び分科会への出席に係る経費の支出について
37,680

福祉局 保険年金課 平成25年08月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事務用　市内出張交通費（７月分）の支出について
6,500

福祉局 保険年金課 平成25年08月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　印刷製本費 国民健康保険料催告書同封ビラ外１点印刷経費の支出について（第１回）
282,177

福祉局 保険年金課 平成25年08月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料
平成２５年度大阪市国民健康保険特定健診等共同処理事業に係る特別処理業務（特定健診等データ管理システムの追加機器等に係る保守管理等）の費用の支出につい
て（７月分） 237,930

福祉局 保険年金課 平成25年08月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市国民健康保険特定健康診査受診結果通知表等作成業務に係る手数料の支出について（７月分）
161,269

福祉局 保険年金課 平成25年08月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（６月分）
1,032,420

福祉局 保険年金課 平成25年08月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用「ヘルスアップ国保倶楽部」委託料の支出について（７月末日締分）
42,750

福祉局 保険年金課 平成25年08月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（７月分）第１回中間払
6,652,093

福祉局 保険年金課 平成25年08月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２５年度　国民健康保険給付事業用「健康づくり支援事業」委託料の支出について　（６月分・松徳会）
329,268

福祉局 保険年金課 平成25年08月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２５年度　国民健康保険給付事業用「健康づくり支援事業」委託料の支出について　（７月分・康仁会）
24,483

福祉局 保険年金課 平成25年08月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用１日人間ドック委託料の支出について（５月分）
86,834

福祉局 保険年金課 平成25年08月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 平成２５年度後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（８月２８日支払分）
33,000

福祉局 保険年金課 平成25年08月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 平成２５年度後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（８月２８日支払分）
258,300

福祉局 保険年金課 平成25年08月28日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（８月２８日支払分）
264,300

福祉局 保険年金課 平成25年08月28日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（８月２８日支払分）
3,173,540

福祉局 保険年金課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（基金：７月審査分）
1,220,519

福祉局 保険年金課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（基金：７月審査分）
319,471

福祉局 保険年金課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事務用　資格関係はがき等郵便料の支出について（平成２５年７月分）
187,007

福祉局 保険年金課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成25年度国民健康保険システムはがき加工処理業務料の支出について（７月分）
7,229

福祉局 保険年金課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成25年度国民健康保険システムはがき加工処理業務料の支出について（７月分）
105,136

福祉局 保険年金課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２５年７月分）
1,173,650

福祉局 保険年金課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２５年７月分）
1,165

福祉局 保険年金課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２５年７月分）
792,590

福祉局 保険年金課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２５年７月分）
233,800

福祉局 保険年金課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成25年度国民健康保険システムはがき加工処理業務委託経費の支出について（７月分）
123,112

福祉局 保険年金課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 平成25年度国民健康保険システムはがき加工処理業務料の支出について（７月分）
178,962

福祉局 保険年金課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保・後期　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにおける請負業務の所要経費の支出について（７月処理分）
79,757

福祉局 保険年金課 平成25年08月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　手数料 国保・後期　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにおける請負業務の所要経費の支出について（７月処理分）
340

福祉局 保険年金課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 （国保年金事務参考用）国民健康保険関係法規集　追録503号 外4点（5月分）の買入及び経費の支出について
241,250

福祉局 保険年金課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（基金：８月審査概算払分）
101,698,447

福祉局 保険年金課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度医療助成事務用市内出張交通費の支払について（７月分）
3,520

福祉局 保険年金課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 医療費助成事業用診療テープ作成業務委託料の支出について（８月処理分）
3,000

福祉局 保険年金課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（８月審査概算払分）
23,028,988
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福祉局 保険年金課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保年金事務参考用）国民健康保険関係法規集　追録503号 外4点（5月分）の買入及び経費の支出について
241,050

福祉局 保険年金課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険システム用端末機器（増設分）の経費の支出について(７月分)
42,777

福祉局 保険年金課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２５年７月分）
13,120

福祉局 保険年金課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２５年７月分）
211,125

福祉局 保険年金課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 特定健診受診券郵送料及び特定健診（集団実施分）にかかる結果通知表郵送料（７月分）の支出について
930,140

福祉局 保険年金課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用医療費通知送付用郵便後納料金の支出について（７月分）
8,656,010

福祉局 保険年金課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２５年度後期高齢者医療事務用市内出張交通費の支払について（７月分）
9,530

福祉局 障がい福祉課 平成25年08月07日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 報酬　其他委員等報酬 大阪市障がい者施策推進協議会障がい者計画・策定推進部会ワーキング会議委員にかかる委員等報酬及び費用弁償の支払いについて（Ｈ25.7.18開催分）
160,050

福祉局 障がい福祉課 平成25年08月07日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 旅費　費用弁償 大阪市障がい者施策推進協議会障がい者計画・策定推進部会ワーキング会議委員にかかる委員等報酬及び費用弁償の支払いについて（Ｈ25.7.18開催分）
3,140

福祉局 障がい福祉課 平成25年08月07日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市障がい者施策推進協議会障がい者計画策定・推進部会ワーキング会議にかかる視覚障がい者ガイドヘルプ（７月１８日開催分）
4,600

福祉局 障がい福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度身体障がい者無料診断制度にかかる委託料の支出について（南大阪小児リハビリテーション病院６月分）
12,000

福祉局 障がい福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度身体障がい者無料診断制度にかかる委託料の支出について（総合医療センター６月分）
97,640

福祉局 障がい福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度身体障がい者無料診断制度にかかる委託料の支出について（十三市民病院６月分）
13,640

福祉局 障がい福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第４号）
51,500

福祉局 障がい福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度特別障がい者手当等給付費の支出について（７月決議分）
346,337,200

福祉局 障がい福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度特別障がい者手当等給付費の支出について（未支払等７月決議分）
472,680

福祉局 障がい福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 もと日之出共同作業場管理用電気代の支出について（平成25年7月分）
532

福祉局 障がい福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度 点字図書館運営補助金の支出について（前期分）
30,802,300

福祉局 障がい福祉課 平成25年08月15日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２５年度心身障がい者扶養共済事業給付金（年金）の支出について（８月分）
21,800,000

福祉局 障がい福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 相談支援体制の整備にかかる要望及び協議のための厚生労働省への出張及び同所要経費の支出について（障がい者福祉事業用）
28,820

福祉局 障がい福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市障がい者相談支援センター事業にかかる委託料の支出について（住宅入居等支援事業４～７月分）
550,000

福祉局 障がい福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市障がい者相談支援センター事業にかかる委託料の支出について（中央区第２四半期分）
2,459,000

福祉局 障がい福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 療育手帳作成経費の支出について
73,939

福祉局 障がい福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 西成購買施設・もと北津守の里機械警備業務委託費の支出について（7月分）
12,741

福祉局 障がい福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市障がい児等療育支援事業の支出について（４～６月分）
6,171,720

福祉局 障がい福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度　重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる委託料（６月分）の支出について
1,034,931

福祉局 障がい福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年度特別障がい者手当等認定審査医報酬の支出について（６～７月審査会開催分）
128,040

福祉局 障がい福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度障がい者福祉事業用市内交通費の支払い（７月分）
31,066

福祉局 障がい福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 点字用紙　買入及び同所要経費の支出について（障がい福祉事業用）
28,938

福祉局 障がい福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市障がい者施策推進協議会障がい者計画策定・推進部会委員用視覚障がい者ガイドヘルプ（８月８日開催分）
4,600

福祉局 障がい福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度もと日之出共同作業場機械警備業務委託料の支出について（平成25年7月分）
12,285

福祉局 障がい福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度　重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる扶助費（７月差押分）の支出について
20,500

福祉局 障がい福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度　重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる扶助費（７月分）の支出について
76,793,520

福祉局 障がい福祉課 平成25年08月30日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 納付費 役務費　共済保険料 平成２５年度心身障がい者扶養共済事業納付金の支出について（８月分）
4,238,100

福祉局 障がい支援課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（７月分その５）
77,700

福祉局 障がい支援課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（６月分その２３）
5,250

福祉局 障がい支援課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（７月分その９）
4,200

福祉局 障がい支援課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度障がい福祉サービス費の支出について（７月請求分）
20,000

福祉局 障がい支援課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成25年度連絡調整用市内・近接地出張交通費の支出について（６月分）
11,260

福祉局 障がい支援課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障害者福祉電話事業用通信料の支出について（平成25年6月分　工事費）
12,915

福祉局 障がい支援課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市緊急通報システム事業（駆けつけ対応）用委託料の支出について（６月分）
15,435

福祉局 障がい支援課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市緊急通報システム事業用委託料の支出について（6月分）
128,084

福祉局 障がい支援課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 障がい情報バリアフリー化支援事業用助成金の支出について（第7号）
66,533

福祉局 障がい支援課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度障がい程度区分認定調査市内出張旅費の支出について（６月分）
26,118

福祉局 障がい支援課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい者福祉電話事業用通信料の支出について（平成25年7月分（4回目／6回））
39,480

福祉局 障がい支援課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい程度区分認定調査業務委託料の支出につて（平成25年6月分）
4,086,800

福祉局 障がい支援課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 公費負担医療にかかる電子媒体による連名簿データ提供業務にかかる委託料（７月提供（６月審査）分）の支出について
22,498

福祉局 障がい支援課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度障がい福祉サービス費の支出について（７月請求分）
157,821
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福祉局 障がい支援課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度移動支援サービス費の支出について（７月請求分）
19,740

福祉局 障がい支援課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（７月分その１０）
97,650

福祉局 障がい支援課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（７月分その１１）
85,785

福祉局 障がい支援課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度療養介護医療費（手払）の支出について（平成２５年６月分）
349,060

福祉局 障がい支援課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（７月分その１３）
63,000

福祉局 障がい支援課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成25年度第二子等障がい児利用施設等利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（4月分【3】・5月分【3】・6月分）
206,165

福祉局 障がい支援課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる追加支給に伴う支出について
142,220

福祉局 障がい支援課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成25年度障がい者訓練等通所交通費の支出について（５月・６月分）
646,865

福祉局 障がい支援課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（７月分その１）
242,445

福祉局 障がい支援課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（７月分その１４）
78,435

福祉局 障がい支援課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度大阪市重度心身障がい者（児）住宅改修費給付事業用委託料の支出について（第一四半期分）
197,800

福祉局 障がい支援課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 障がい情報バリアフリー化支援事業用助成金の支出について（第6号）
39,216

福祉局 障がい支援課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度障がい福祉事業用特例介護給付費（５～６月分）の支出について
67,015

福祉局 障がい支援課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度大阪市日中一時支援事業にかかる支出について（６月分）
2,302,085

福祉局 障がい支援課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障害者福祉電話事業用通信料の支出について（平成25年7月分（5回目／6回））
63,566

福祉局 障がい支援課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（７月分その１２）
56,700

福祉局 障がい支援課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（７月分その１５）
95,235

福祉局 障がい支援課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（７月分その１７）
4,200

福祉局 障がい支援課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度　障がい児給付費の支出について（７月審査分）
261,222,543

福祉局 障がい支援課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度　障がい福祉サービス費の支出について（７月審査分）
3,401,062,782

福祉局 障がい支援課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成25年度　障がい福祉事業用移動支援費の支出について（７月審査分）
218,473,682

福祉局 障がい支援課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（７月分その２１）
4,200

福祉局 障がい支援課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（７月分その２２）
8,400

福祉局 障がい支援課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（７月分その１６）
80,535

福祉局 障がい支援課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい者福祉電話事業用通信料の支出について（平成25年7月分（6回目／6回））
24,440

福祉局 障がい支援課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（７月分その２）
5,250

福祉局 障がい支援課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（７月分その５）
4,200

福祉局 障がい支援課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会移動支援費等支払手数料の支出について（７月受付分）
889,200

福祉局 障がい支援課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい福祉サービス費等支払手数料の支出について（７月受付分）
3,898,050

福祉局 障がい支援課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい児給付費等支払手数料の支出について（７月受付分）
565,950

福祉局 障がい支援課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度障がい福祉サービス費支払実績等管理ツールレンタルにかかる経費の支出について（７月分）
82,950

福祉局 障がい支援課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（７月分その１９）
242,655

福祉局 障がい支援課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（７月分その２０）
328,853

福祉局 障がい支援課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（７月分その１８）
180,285

福祉局 障がい支援課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障害者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保６月診療分）
15,029,694

福祉局 障がい支援課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障害者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保後期高齢６月診療分）
1,450,398

福祉局 障がい支援課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度障がい児施設医療費（国保53）の支払について（６月診療分）
1,743,819

福祉局 障がい支援課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度障がい児施設医療費（国保79医療費）の支払いについて（６月診療分）
1,388,458

福祉局 障がい支援課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度療養介護医療費（国保）6月診療分の支出について
20,546,866

福祉局 障がい支援課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度療養介護医療費（後期高齢）6月診療分の支出について
447,117

福祉局 障がい支援課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度障がい児施設医療費（国保53）の支払について（６月診療分）
766,357

福祉局 障がい支援課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（７月分その２）
346,458

福祉局 障がい支援課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい程度区分認定調査業務委託料の支出について（市外調査7月実施）
88,400

福祉局 障がい支援課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度大阪市日中一時支援事業にかかる支出について（６月分）
181,480

福祉局 障がい支援課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（住吉区第17号）
4,160

福祉局 障がい支援課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい者福祉電話事業用通信料及び使用料の支出について（平成25年8月分（1回目／6回））
56,329

福祉局 障がい支援課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（７月分その２４）
55,650

福祉局 障がい支援課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（７月分その２５）
98,805
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福祉局 障がい支援課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障害者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保６月診療・７月審査分））
260,546

福祉局 障がい支援課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障害者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保６月診療・７月審査分）
51,023

福祉局 障がい支援課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度障害児施設医療費（国保79審査委託料）の支払いについて（７月審査分）
2,912

福祉局 障がい支援課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障害者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保後期高齢６月診療・７月審査分）
17,074

福祉局 障がい支援課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度障がい児施設医療費（社保79）の支払いについて（６月診療分）
9,786

福祉局 障がい支援課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度障がい児施設医療費（国保53審査委託料）の支払について（６月審査分）
5,525

福祉局 障がい支援課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度療養介護医療費（国保・審手）7月審査分の支出について
14,162

福祉局 障がい支援課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度療養介護医療費（後期高齢・審手）7月審査分の支出について
703

福祉局 障がい支援課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度療養介護医療費（社保）7月審査分の支出について
1,057

福祉局 障がい支援課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい者福祉電話事業用通信料及び使用料の支出について（平成25年8月分（1回目／6回））
31,582

福祉局 障がい支援課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障害者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保６月診療・７月審査分））
672,037,583

福祉局 障がい支援課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度療養介護医療費（社保）6月分の支出について
3,567,567

福祉局 障がい支援課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度障がい児施設医療費（社保79）の支払いについて（６月診療分）
8,098,297

福祉局 障がい支援課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成25年度障がい児施設医療費（国保53審査委託料）の支払について（６月審査分）
22,799

福祉局 障がい支援課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（８月分その３）
467,691

福祉局 障がい支援課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（７月分その２８）
5,250

福祉局 障がい支援課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（８月分その１）
4,200

福祉局 障がい支援課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成25年度施設児童援護費（法外援護費）の支出について（４月分・５月分・６月分）【２】
2,043,551

福祉局 障がい支援課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（８月分その４）
425,250

福祉局 障がい支援課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（７月分その２６）
178,185

福祉局 障がい支援課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（８月分その２）
9,450

福祉局 障がい支援課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障害者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保訪問看護７月審査分）
190

福祉局 障がい支援課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障害者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保訪問看護７月審査分）
9,778

福祉局 障がい支援課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成25年度第二子等障がい児利用施設等利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（6月分【2】）
8,280

福祉局 障がい支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（７月分その２７）
172,410

福祉局 障がい支援課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい者福祉電話事業用通信料の支出について（平成25年8月分（2回目／6回））
43,133

福祉局 障がい支援課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（８月分その５）
199,185

福祉局 障がい支援課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市福祉ホーム事業（他市町村型）の業務委託契約にかかる委託料の支出について（第１四半期分）
56,430

福祉局 障がい支援課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分）
5,200

福祉局 障がい支援課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（７月分その２９）
134,820

福祉局 障がい支援課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度障がい福祉サービス費の支出について（８月請求分）
10,000

福祉局 障がい支援課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,875

福祉局 障がい支援課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（８月分その１０）
4,200

福祉局 障がい支援課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 障がい情報バリアフリー化支援事業用助成金の支出について（第8号）
74,200

福祉局 障がい支援課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成25年度第二子等障がい児利用施設等利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（4月分【3】・5月分【3】・6月分）
12,420

福祉局 障がい支援課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（８月分その７）
211,995

福祉局 障がい支援課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（８月分その８）
185,220

福祉局 障がい支援課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（７月分その３０）
4,200

福祉局 障がい支援課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（７月分その２３）
4,200

福祉局 障がい支援課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 大阪市認定事務センター障害程度区分認定に係る医師意見書作成手数料の支出について（８月分その１１）
5,250

福祉局 障がい支援課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 障がい情報バリアフリー化支援事業用助成金の支出について（第9号）
26,600

福祉局 障がい支援課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 障がい程度区分認定審査会委員報酬並びに費用弁償の支出について（平成25年7月分）
3,233,980

福祉局 障がい支援課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 障がい程度区分認定審査会委員報酬並びに費用弁償の支出について（平成25年7月分）
79,000

福祉局 障がい支援課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成25年度連絡調整用市内・近接地出張交通費の支出について（７月分）
23,800

福祉局 障がい支援課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい程度区分認定調査事業及び審査会事業に係る郵便料の支出について（平成25年7月分）
392,440

福祉局 障がい支援課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 公費負担医療受給者別一覧表及び過誤内訳書の複写磁気媒体の作成業務（８月提供（７月審査）分）委託料の支出について
3,000

福祉局 障がい支援課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度障がい児施設（措置費）の支出について（敷津浦学園７月分）
6,442,674

福祉局 障がい支援課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい認定端末機用サーバの借入に係る経費の支出について（7月分）
52,605
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福祉局 障がい支援課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい程度区分判定端末用ソフトウェア借入に係る経費の支出について（7月分）
19,824

福祉局 障がい支援課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい程度区分判定機器の借入に係る経費の支出について（7月分）
99,225

福祉局 障がい支援課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度障がい児施設（措置費）の支払について（７月分）
47,990,007

福祉局 障がい支援課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度障がい福祉サービス費の支出について（８月請求分）
9,544

福祉局 障がい支援課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成25年度施設児童援護費（法外援護費）の支出について（７月分）【１】
6,976,463

福祉局 運営指導課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度障がい福祉サービス事業者指定・指導にかかる市内・近接地出張交通費の支出について（４月分）
32,180

福祉局 運営指導課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　特別旅費 平成25年度都道府県・指定都市・中核市指導監督職員研修にかかる経費の支出について
70,040

福祉局 運営指導課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度障がい福祉サービス事業者指定・指導にかかる市内・近接地出張交通費の支出について（５・６月分）
98,570

福祉局 運営指導課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 平成25年度障がい者総合支援制度における指定事業者・施設集団指導に係る経費の支出について
359,112

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（６月分３回目）
4,050,695

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度 ２１大都市高齢者福祉・高齢者医療主管課長会議の開催にかかる出張及び所要経費の支出について（７月１１日開催）
51,160

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４月～７月実施分）（１０回目）
2,660,052

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 緊急通報システム事業にかかる電話設置等（７月分１回目/全６回）の支出について
9,474

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（６月分・５月追加分２回目）
36,015

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（６月分４回目）
1,253,158

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業委託料の支出について（６月分５回目）
576,664

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４月～７月実施分）（１１回目）
4,111,488

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（４月～７月実施分）（１２回目）
1,475,576

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（４月～７月実施分）（１１回目）
7,886,826

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会保健福祉部会（７月３日(水)）の開催にかかる委員報酬等の支出について
80,025

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会保健福祉部会（７月３日(水)）の開催にかかる委員報酬等の支出について
2,900

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２５年度高齢者住宅改修費給付事業用委託料（理学療法士・作業療法士）の支出について（平成２５年度第１四半期）
285,265

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（６月分６回目）
271,622

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（６月分）
542,950

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 緊急通報システム事業にかかる電話設置等（７月分２回目/全６回）の支出について
10,024

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４月～７月実施分）（１２回目）
2,087,816

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　筆耕翻訳料 平成25年度第1回地域包括支援センター運営協議会会議録調製費用の支出について
28,350

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 緊急通報システム事業にかかる電話設置等（７月分３回目/全６回）の支出について
2,428

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４月～７月実施分）（１３回目）
885,593

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（４月～７月実施分）（１３回目）
2,716,734

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４月～７月実施分）（１４回目）
1,438,597

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成25年度第2回大阪市地域包括支援センター運営協議会にかかる経費の支出について（其他委員等報酬）
208,065

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（４月～７月実施分）（１４回目）
1,309,755

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（６月分・５月追加分）
378,750

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 緊急通報システム事業にかかる電話設置等（７月分４回目/全６回）の支出について
6,332

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市在日外国人高齢者給付金支給事業用未支給金の再支出について
30,000

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 平成２５年度介護予防健診等委託料の支出について（６月実施分）
4,807,456

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（７月分１回目）
872,746

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４月～８月実施分）（１５回目）
3,086,200

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 高齢福祉課電話機概算買入経費の支出について（７月分）
276,675

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 高齢福祉課用電磁調理器の概算買入の支出について（７月分）
235,872

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課自動消火器設置業務委託費の支出について（平成２５年７月分）
31,500

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課緊急通報システム事業用委託料（７月稼働分）の支出について
6,579,988

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 緊急通報システム事業にかかる電話設置等（７月分５回目/全６回）の支出について
9,519

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢福祉課緊急通報システム事業【駆けつけ対応業務費】の支出について（７月分）
529,935

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢福祉課緊急通報システム事業用委託料（７月稼働分）の支出について
4,198,950

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（７月分　６月追加分）
35,960,634

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）高齢者医療・福祉法令解釈要覧追録１４４－１４５号にかかる買入経費の支出について
6,900
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福祉局 高齢福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）「社会福祉法人・施設の経営実務」追録１１９号及び「社会福祉施設整備事務便覧」追録４５６～４６３号にかかる買入経費の支出について
19,510

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）読売新聞買入にかかる経費の支出について（４月～６月分）
11,775

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる電話設置費用等（６月２回目）の支出について
32,025

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる電話設置費用等（６月１回目）の支出について
21,315

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 基本チェックリスト実施勧奨用郵送料の支出について（７月分）
1,234,460

福祉局 高齢福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 介護用品支給事業用介護用品の代金の支出について（６月分）
20,821,350

福祉局 高齢施設課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度老人保護措置費の支出について（平成２５年８月分）
221,656,880

福祉局 高齢施設課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度老人保護措置費の支出について（京都府立洛南寮７月分）
142,920

福祉局 高齢施設課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 （高齢施設課職員用）平成25年４月分市内出張旅費（近接地含む）の支出について
6,590

福祉局 高齢施設課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 もと大阪市立信太山老人ホーム樹木伐採業務委託にかかる経費の支出について
141,750

福祉局 高齢施設課 平成25年08月16日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 （仮称）特別養護老人ホーム平成みなと苑にかかる平成25年度大阪市施設開設準備経費補助金の支出について
78,000,000

福祉局 高齢施設課 平成25年08月22日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 特別養護老人ホーム寿楽荘いたかのにかかる平成25年度大阪市民間老人福祉施設等整備費補助金額の支出について
70,156,800

福祉局 高齢施設課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（7月分）
290

福祉局 高齢施設課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（5月分）
258

福祉局 高齢施設課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（4月分）
194

福祉局 高齢施設課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（6月分）
226

福祉局 高齢施設課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（7月分）
26,387

福祉局 高齢施設課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（4月分）
17,664

福祉局 高齢施設課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（6月分）
20,572

福祉局 高齢施設課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（5月分）
23,477

福祉局 高齢施設課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（4月分）
58,229

福祉局 高齢施設課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（6月分）
67,821

福祉局 高齢施設課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（5月分）
77,399

福祉局 高齢施設課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（7月分）
86,993

福祉局 高齢施設課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（4月分）
875,574

福祉局 高齢施設課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（7月分）
1,308,080

福祉局 高齢施設課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（5月分）
1,163,818

福祉局 高齢施設課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（6月分）
1,019,798

福祉局 高齢施設課 平成25年08月29日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（7月分）
7,829

福祉局 高齢施設課 平成25年08月29日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（5月分）
6,966

福祉局 高齢施設課 平成25年08月29日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（4月分）
5,241

福祉局 高齢施設課 平成25年08月29日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成25年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ磁気媒体分割処理業務委託料の支出について（6月分）
6,104

福祉局 高齢施設課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分高齢施設課事務用後納郵便料金の支出について
1,790

福祉局 いきがい課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ平野電気代の支出について　６月分（機械警備用）
2,301

福祉局 いきがい課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度いきがい課市内出張交通費の支払について（６月分）
21,691

福祉局 いきがい課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ浅香電気代の支出について　７月分（機械警備用）
1,012

福祉局 いきがい課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証（ＩＣカード）５年次更新申請書取次業務委託（６月分）の支出について
587,321

福祉局 いきがい課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと軽費老人ホーム日之出荘・地域活動支援プラザ新大阪電気代の支出について　７月分（機械警備用）
2,301

福祉局 いきがい課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 もと施設管理用　もと軽費老人ホーム日之出荘・地域活動支援プラザ新大阪機械警備業務委託料の支出について（平成25年4～6月分）
51,975

福祉局 いきがい課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 もと施設管理用　もと地域活動活動支援プラザ淀川外６ヶ所機械警備業務委託に係る経費の支出について（平成25年4～6月分）
323,190

福祉局 いきがい課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ淀川電気代の支出について　７月分（機械警備用）
1,034

福祉局 いきがい課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ東住吉電気代の支出について　７月分（機械警備用）
663

福祉局 いきがい課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証（ＩＣカード）発行・管理料（６月分）の支出について
47,112,288

福祉局 いきがい課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度大阪市老人クラブ育成補助金の支払いについて
95,076,300

福祉局 いきがい課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと軽費老人ホーム延寿荘・西成地域活動支援プラザ電気代の支出について　７月分（機械警備用）
7,998

福祉局 いきがい課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証用交付申請書封入封緘等業務委託（７月分）経費の支出について
46,189

福祉局 いきがい課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成25年度高齢者福祉月間啓発用ポスターデザイン経費の支出について
57,750

福祉局 いきがい課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 市営交通料金福祉措置にかかる交付金（６月分）の支出について
695,298,840
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福祉局 いきがい課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もとにしはま荘電気代の支出について　７月分（機械警備用）
7,451

福祉局 いきがい課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　印刷製本費 敬老優待乗車証更新申請勧奨用はがきの作成及び経費の支出について
7,257

福祉局 いきがい課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もと地域活動支援プラザ旭の電気代の支出について　８月分（機械警備用）
1,193

福祉局 いきがい課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 敬老優待乗車証用交付申請書及び納付書郵送料（7月分）の支出について
2,090,845

福祉局 介護保険課 平成25年08月01日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(6月分)
69,300

福祉局 介護保険課 平成25年08月01日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、８月分還付用資金前渡金の支出について（窓口、歳出）
1,120,000

福祉局 介護保険課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 第１回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会（介護保険部会）の開催にかかる委員報酬等の支出について
192,060

福祉局 介護保険課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 第１回大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会（介護保険部会）の開催にかかる委員報酬等の支出について
9,480

福祉局 介護保険課 平成25年08月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用　介護保険法の実務 追録第１０９－１１０号の購入にかかる経費の支出について
7,150

福祉局 介護保険課 平成25年08月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(第1四半期分①)
97,650

福祉局 介護保険課 平成25年08月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(6月分)
95,230

福祉局 介護保険課 平成25年08月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(第1四半期分②)
94,500

福祉局 介護保険課 平成25年08月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理業務にかかる委託料の支出について（６月分）
1,526,410

福祉局 介護保険課 平成25年08月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理業務にかかる委託料の支出について（６月分）
116,232

福祉局 介護保険課 平成25年08月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（７月分）
73,500

福祉局 介護保険課 平成25年08月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　普通旅費 介護認定事務にかかる市内出張交通費の支出について（５月分）
8,660

福祉局 介護保険課 平成25年08月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　普通旅費 介護認定事務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
13,660

福祉局 介護保険課 平成25年08月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（７月分）
93,450

福祉局 介護保険課 平成25年08月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(第1四半期分③)
151,200

福祉局 介護保険課 平成25年08月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(6月分)
53,765

福祉局 介護保険課 平成25年08月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（７月分）
31,500

福祉局 介護保険課 平成25年08月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(第1四半期分④)
97,650

福祉局 介護保険課 平成25年08月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(第1四半期分⑤)
97,650

福祉局 介護保険課 平成25年08月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（７月分）
79,800

福祉局 介護保険課 平成25年08月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（５月分　口座振替不能分　）
3,150

福祉局 介護保険課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（7月分）
1,030

福祉局 介護保険課 平成25年08月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（7月分）
5,701

福祉局 介護保険課 平成25年08月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成25年度介護サービス等給付費の支払いについて（７月支給決定分）
87,733,292

福祉局 介護保険課 平成25年08月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成25年度介護予防サービス等給付費の支払いについて（７月支給決定分）
48,654,917

福祉局 介護保険課 平成25年08月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成25年度高額介護サービス費等給付費の支払いについて（７月支給決定分）
110,641,845

福祉局 介護保険課 平成25年08月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額医療合算介護サー
ビス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成25年度高額医療合算介護サービス等給付費の支払いについて（７月支給決定分）
137,872,922

福祉局 介護保険課 平成25年08月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
特定入所者介護サービ
ス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成25年度特定入所者介護サービス費の支払について（７月支給決定分）
3,060

福祉局 介護保険課 平成25年08月15日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、８月分還付金の支出について（口座、歳出）
1,391,548

福祉局 介護保険課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険指定指導業務用「介護保険指導監督の手引」外３点の買入にかかる同所要費用の支出について
50,547

福祉局 介護保険課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 備品購入費　図書購入費 介護保険指定指導業務用「介護保険指導監督の手引」外３点の買入にかかる同所要費用の支出について
4,284

福祉局 介護保険課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（７月分）
77,700

福祉局 介護保険課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支出について（６月分）
59,855,250

福祉局 介護保険課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(第１四半期分⑦)
3,150

福祉局 介護保険課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(第1四半期分⑥)
94,500

福祉局 介護保険課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、７月年金保険者還付金の支出について（厚生年金、歳出）
530,100

福祉局 介護保険課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会（介護保険部会）記録調製業務にかかる経費の支出について
44,887

福祉局 介護保険課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター及び東成区老人福祉センター清掃業務　長期継続に係る所要経費の支出について（7月分）
33,716

福祉局 介護保険課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター及び東成区老人福祉センター清掃業務　長期継続に係る所要経費の支出について（7月分）
4,589

福祉局 介護保険課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ（大阪市認定事務センター）長期借入に係る所要経費の支出について（7月分）
2,594

福祉局 介護保険課 平成25年08月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用トナーカートリッジの購入にかかる経費の支出について
98,280

福祉局 介護保険課 平成25年08月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター及び東成区老人福祉センター清掃業務　長期継続に係る所要経費の支出について（7月分）
25,430

福祉局 介護保険課 平成25年08月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(第１四半期分⑨)
75,600

福祉局 介護保険課 平成25年08月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ（大阪市認定事務センター）長期借入に係る所要経費の支出について（7月分）
2,593
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福祉局 介護保険課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター水道料金に係る経費の支出について(8月分)
2,951

福祉局 介護保険課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター水道料金に係る経費の支出について(8月分)
4,732

福祉局 介護保険課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター水道料金に係る経費の支出について(8月分)
5,150

福祉局 介護保険課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター水道料金に係る経費の支出について(8月分)
2,525

福祉局 介護保険課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター水道料金に係る経費の支出について(8月分)
526

福祉局 介護保険課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター水道料金に係る経費の支出について(8月分)
328

福祉局 介護保険課 平成25年08月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター水道料金に係る経費の支出について(8月分)
28,510

福祉局 介護保険課 平成25年08月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター水道料金に係る経費の支出について(8月分)
13,978

福祉局 介護保険課 平成25年08月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（７月分）
75,600

福祉局 介護保険課 平成25年08月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 保険医療機関マスターデータ借用にかかる所要経費の支出について（６月更新分）
17,850

福祉局 介護保険課 平成25年08月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(第１四半期分⑧)
97,650

福祉局 介護保険課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成25年度6月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
4,270

福祉局 介護保険課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　手数料 介護保険特別対策用審査支払経費の支出について（平成25年７月審査分）
760

福祉局 介護保険課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 介護保険特別対策用利用経費の支出について（平成25年７月審査分）
67,334

福祉局 介護保険課 平成25年08月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成25年度6月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
40,650

福祉局 介護保険課 平成25年08月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（７月分）
77,700

福祉局 介護保険課 平成25年08月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(６月分)
1,042,650

福祉局 介護保険課 平成25年08月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（平成25年７月審査分）
14,427,987,042

福祉局 介護保険課 平成25年08月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（平成25年７月審査分）
1,107,679,966

福祉局 介護保険課 平成25年08月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 高額介護サービス費の支払いについて（平成25年７月審査分）
239,654,007

福祉局 介護保険課 平成25年08月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
特定入所者介護サービ
ス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 特定入所者介護サービス費等の支出について（平成25年７月審査分）
490,438,263

福祉局 介護保険課 平成25年08月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 審査支払費 委託料　委託料 介護給付費審査支払い業務委託料の支出について（平成25年７月審査分）
15,476,016

福祉局 介護保険課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用、７月分端末機器等長期借入経費の支出について
100,422

福祉局 介護保険課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（7月分）の支出について
980

福祉局 介護保険課 平成25年08月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 介護保険制度パンフレット（外国語版）の印刷経費の支出について
324,135

福祉局 介護保険課 平成25年08月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（7月分）の支出について
15,020

福祉局 介護保険課 平成25年08月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用、７月分端末機器等長期借入経費の支出について
1,661,436

福祉局 介護保険課 平成25年08月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用、７月分サーバ機器等長期借入経費の支出について
2,740,920

福祉局 介護保険課 平成25年08月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
840

福祉局 介護保険課 平成25年08月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(第１四半期分⑩)
72,450

福祉局 介護保険課 平成25年08月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（7月分）の支出について
4,890

福祉局 介護保険課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センターガス空調等使用料にかかる経費の支出について（8月分）
88,592

福祉局 介護保険課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター電気料金に係る経費の支出について(7月分)
74,873

福祉局 介護保険課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センターガス空調等使用料にかかる経費の支出について（8月分）
16,389

福祉局 介護保険課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター電気料金に係る経費の支出について(7月分)
28,688

福祉局 介護保険課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター電気料金に係る経費の支出について(7月分)
13,618

福祉局 介護保険課 平成25年08月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成25年度介護保険関係帳票封入封緘作業等業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（７月分）
4,644,945

福祉局 介護保険課 平成25年08月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護福祉事業者台帳システム保守業務委託にかかる同所要経費の支出について（平成25年7月分）
78,750

福祉局 介護保険課 平成25年08月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（７月分）その２
37,830

福祉局 介護保険課 平成25年08月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（７月分）
34,208,990

福祉局 介護保険課 平成25年08月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（７月分）
280,870

福祉局 介護保険課 平成25年08月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センター電気料金に係る経費の支出について(7月分)
159,233

福祉局 介護保険課 平成25年08月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　光熱水費 大阪市認定事務センターガス空調等使用料にかかる経費の支出について（8月分）
90,731

福祉局 介護保険課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター業務委託　長期継続に係る所要経費の支出について（７月分）
3,946,845

福祉局 介護保険課 平成25年08月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成25年度居宅サービス事業者等集団指導開催に係る資料冊子作成費の支出について
283,334

福祉局 介護保険課 平成25年08月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター事務用料金後納郵便に係る経費の支出について（７月分）
8,748,775

福祉局 介護保険課 平成25年08月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(7月分②)
41,800

福祉局 介護保険課 平成25年08月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター業務委託　長期継続に係る所要経費の支出について（７月分）
22,721,025
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福祉局 介護保険課 平成25年08月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(7月分①)
8,400

福祉局 介護保険課 平成25年08月27日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額医療合算介護サー
ビス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成25年度高額医療合算介護サービス等給付費の支払いについて（7月支給決定・個別払い分）
3,616

福祉局 介護保険課 平成25年08月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（７月分）
51,450

福祉局 介護保険課 平成25年08月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（７月分）
26,250

福祉局 介護保険課 平成25年08月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用ＯＣＲスキャナー機器等長期借入に係る所要経費の支出について（７月分）
260,841

福祉局 介護保険課 平成25年08月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（７月分）
275,205

福祉局 介護保険課 平成25年08月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用サーバ機器等長期借入に係る所要経費の支出について（７月分）
312,375

福祉局 介護保険課 平成25年08月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（8月分）
8,400

福祉局 介護保険課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（７月分）の支出について
10,220

福祉局 介護保険課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等料金後納郵便（７月分）の支出について
30,775,936

福祉局 介護保険課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等料金後納郵便（７月分）の支出について
2,180,790

福祉局 介護保険課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２５年度介護保険料決定通知書・納付書作成等業務委託の契約について（7月分）
2,346,060

福祉局 介護保険課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険審査判定用認定調査票の作成経費の支出について
250,320

福祉局 介護保険課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等料金後納郵便（７月分）の支出について
842,129

福祉局 介護保険課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（8月分）
73,500

福祉局 介護保険課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(7月分⑤)
89,565

福祉局 介護保険課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(7月分④)
9,450

福祉局 介護保険課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２５年度介護保険要介護認定調査業務委託料の支出について（７月分）
87,378,297

福祉局 介護保険課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(7月分③)
40,950

福祉局 介護保険課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(7月分⑥)
107,100

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　平成２５年度地域精神医療フォーラム（第９回全国認知症疾患医療センター連絡協議会）参加にかかる旅費の支出について
52,960

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院管理運営用　平成２５年度地域精神医療フォーラム（第９回全国認知症疾患医療センター連絡協議会）参加にかかる経費の支出について
2,000

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 弘済院第１特別養護老人ホーム　吸収式冷温水機整備作業業務委託経費の支出について
2,100,000

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報酬　其他委員等報酬 附属病院管理運営用　平成２５年度第２回受託研究審査委員会委員報酬にかかる経費の支出について（６月分）
16,500

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アスパラ－ＣＡ錠２００　外１点）購入経費の支出について
6,673

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 大阪市立弘済院　洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について　６月分
227,905

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　薬袋　外１点　購入経費の支出について
134,085

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アジルバ錠２０ｍｇ　外２点）購入経費の支出について
41,071

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（セフメタゾンキット点滴靜注用）購入経費の支出について
17,350

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（セロクエル錠２５ｍｇ）購入経費の支出について
39,501

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（カロナール錠２００ｍｇ）購入経費の支出について
1,606

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　照射赤血球濃厚液－ＬＲ２購入にかかる経費の支出について
224,042

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 大阪市立弘済院　洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について　６月分
151,313

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 備品購入費　機械器具費 附属病院運営用　冷暖房機購入経費の支出について
123,900

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医薬品注入コントローラ用バッテリー購入経費の支出について
2,730

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　電離放射線測定業務委託にかかる委託料の支出について（１回目）
54,600

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　試薬（セルダインルビー用ＭＣキット）購入経費の支出について
413,563

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報酬　其他委員等報酬 附属病院管理運営用　平成２５年度第３回受託研究審査委員会委員報酬にかかる経費の支出について（７月分）
16,500

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　フイルム袋（元袋）外２点印刷にかかる経費の支出について
186,637

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　自動分析装置修理にかかる経費の支出について
89,586

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
8,430

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
23,065

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
6,350

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,944

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月14日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 弘済院整備費 委託料　委託料 大阪市立弘済院用地の表層土壌汚染状況調査業務委託にかかる経費の支出について
184,338

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　研究補助者報償金７月分の支出について
12,060

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院管理運営用　非常勤（パート）医師等報償金の支出について（７月分）
1,586,000

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　トナーカートリッジ　外３点購入にかかる経費の支出について
77,175
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福祉局 弘済院管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（インセパック）購入経費の支出について
26,040

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医療廃棄物処理委託契約（概算契約）にかかる委託料の支出について（７月分）
19,015

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医療情報システムソフトウェア保守委託にかかる経費の支出について（７月分）
355,950

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医療情報システムハードウェア保守委託にかかる経費の支出について（７月分）
216,300

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　害虫等防除業務委託の実施および同所要経費の支出について　７月分
28,700

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　給食業務委託料の支出について（長期継続契約）　７月分
2,016,756

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　糞便検査業務委託（概算契約）の実施および同所要経費の支出について　7月分
12,705

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　糞便検査業務委託（概算契約）の実施および同所要経費の支出について　7月分
1,428

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　給食業務委託料の支出について（長期継続契約）　７月分
2,643,847

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医事業務委託（長期継続契約）にかかる委託料の支出について（７月分）
1,827,000

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　ペーパータオル外１点購入および所要経費の支出について　７月分
51,754

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 管理運営用　平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン長期借入費の支出について　７月分
48,906

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 管理運営用　平成２１年度導入分庁内情報利用パソコン長期借入費の支出について　７月分
44,764

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式　長期借入費にかかる支出について　７月分
64,581

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 管理運営用　玄関マット外１点借入契約および経費の支出について　７月分
4,536

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつテープ止めタイプ買入（単価契約）の支出について（７月分）
46,737

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　臨床検査業務委託契約（概算契約）にかかる委託料の支出について（７月分）
334,845

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　微生物検査業務委託契約（概算契約）にかかる委託料の支出について（７月分）
22,176

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院清掃業務委託経費の支出について　７月分
18,062

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　大阪市立弘済院中央監視及び電気・機械設備・建物等維持管理業務委託経費の支出について　７月分
1,123,500

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について　７月分
140,490

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　大阪市立弘済院警備業務委託経費の支出について　７月分
1,549,625

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院清掃業務委託経費の支出について　７月分
98,525

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　医局・看護部用コピー代金の支出について（７月分）
4,676

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　ウィルコム電話料金の支出について（７月分）
10,048

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院清掃業務委託経費の支出について　７月分
505,761

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 附属病院医療用　酸素濃縮装置賃貸借にかかる経費の支出について（７月分）
46,357

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 附属病院運営用　血液分析装置賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（７月分）
72,240

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつはくタイプ買入（単価契約）の支出について（７月分）
121,348

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　Ｘ線撮影台修理にかかる経費の支出について
23,100

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　インクカートリッジ外１６点の買入及び経費の支出について
1,575

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　蛍光ランプ外３点の買入及び経費の支出について
9,828

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　食卓クイックルスプレー外６点の買入及び経費の支出について
4,032

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　蛍光ランプ外３点の買入及び経費の支出について
5,187

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　食卓クイックルスプレー外６点の買入及び経費の支出について
14,049

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　インクカートリッジ外１６点の買入及び経費の支出について
18,690

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　食卓クイックルスプレー外６点の買入及び経費の支出について
4,914

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　インクカートリッジ外１６点の買入及び経費の支出について
49,402

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　日本版リバーミード行動記憶検査　用具セット　外１点購入経費の支出について
4,725

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　酸素ガス７０００Ｌ　外１点（概算契約）購入にかかる経費の支出について（７月分）
99,540

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 備品購入費　機械器具費 附属病院運営用　日本版リバーミード行動記憶検査　用具セット　外１点購入経費の支出について
65,100

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　７月分の支出について
11,362

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について　７月分
29,170

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 管理運営用　電話料金の支払いについて　７月分
25,417

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院ボイラー保守点検業務委託料の支出について　４～７月分
61,845

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　自動車運行管理業務委託経費の支出について　７月分
217,378

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 弘済院事業用　不燃性廃棄物処理業務（単価契約）委託料の支出について　７月分
18,900

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　７月分の支出について
2,702
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福祉局 弘済院管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 大阪市立弘済院　洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について　７月分
228,256

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）　７月分の支出について
12,646

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 大阪市立弘済院　洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について　７月分
201,722

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 おしぼりタオル外３点（大阪市立弘済院）概算借入の経費の支出について（７月分）
32,739

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報酬　其他委員等報酬 附属病院管理運営用　平成２５年度第４回受託研究審査委員会委員報酬にかかる経費の支出について（８月分）
16,500

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費７月分の支出について
7,000

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費７月分の支出について（ＭＴ－４６６６錠介護者分）
14,000

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費７月分の支出について（ＭＴ－４６６６錠被験者分）
7,000

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費７月分の支出について
7,000

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費７月分の支出について（ＭＴ－４６６６錠介護者分）
7,000

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院運営用　非常勤（パート）医師報償金（７月分）口座不能分の支出について
156,000

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費７月分の支出について（ＭＴ－４６６６錠被験者分）
7,000

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費７月分の支出について（ＭＴ－４６６６錠被験者分）
14,000

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費７月分の支出について（ＭＴ－４６６６錠介護者分）
7,000

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　精密体重計購入経費の支出について
6,142

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）７月分経費の支出について
25,620

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）７月分経費の支出について
38,430

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）７月分経費の支出について
3,045

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）７月分経費の支出について
2,508,832

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ディオバン錠８０ｍｇヒート）（単価契約）７月分経費の支出について
151,357

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠５ｍｇバラ）（単価契約）７月分経費の支出について
374,220

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠８ｍｇヒート）（単価契約）７月分経費の支出について
460,446

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）７月分経費の支出について
57,288

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）７月分経費の支出について
5,999

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（リスパダールＯＤ錠０．５ｍｇ）購入経費の支出について
5,134

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（ターンボタンセット　外１点）購入経費の支出について
6,016

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（スリット入りフイルムドレッシング材）購入経費の支出について
2,887

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）７月分経費の支出について
171,706

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）７月分経費の支出について
137,187

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）７月分経費の支出について
5,250

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（テリボン皮下注用５６．５μｇ１瓶）（単価契約）７月分経費の支出について
113,995

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（イクセロンパッチ１８ｍｇ）（単価契約）７月分経費の支出について
218,033

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠５ｍｇヒート）（単価契約）７月分経費の支出について
1,668,450

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）７月分経費の支出について
1,482,447

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）７月分経費の支出について
1,267,103

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）７月分経費の支出について
18,690

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）７月分経費の支出について
5,985

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）７月分経費の支出について
262,109

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（エアー針）購入経費の支出について
679

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（メマリー錠２０ｍｇヒート）（単価契約）７月分経費の支出について
462,105

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ツムラ抑肝散エキス顆粒２．５ｇ）（単価契約）７月分経費の支出について
197,552

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（メマリー錠５ｍｇヒート）（単価契約）７月分経費の支出について
188,206

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）７月分経費の支出について
527,430

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠１０ｍｇヒート）（単価契約）７月分経費の支出について
513,450

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）７月分経費の支出について
24,885

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）７月分経費の支出について
561,036

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（メマリー錠２０ｍｇバラ）（単価契約）７月分経費の支出について
206,293

福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）７月分経費の支出について
1,283,822
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福祉局 弘済院管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 おしぼりタオル外３点（大阪市立弘済院）概算借入の経費の支出について（７月分）
49,329

福祉局 施設運営課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　処遇等管理支援システム導入に伴う機器借入の支出について（長期継続契約）　平成２５年７月分
57,288

福祉局 施設運営課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　普通旅費 第２特養運営用　市内出張旅費の支出について（７月分）
7,160

福祉局 診療所 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成25年度外注検査業務委託契約（診断・判定分）にかかる所要経費の支出について（６月分）
2,332

福祉局 診療所 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成25年度外注検査業務委託契約（健康診査分）にかかる所要経費の支出について（６月分）
31,102

福祉局 診療所 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 診療所業務用ゴム印の購入経費の支出について
1,984

福祉局 診療所 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 診療所業務用Ｘ線画像読取装置用等パーソナルコンピュータ用ウイルスチェックソフトの購入経費の支出について
18,963

福祉局 診療所 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 診療所業務用カルテホルダー　外２点の購入経費の支出について
17,335

福祉局 診療所 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 診療所業務用平成２５年度白衣等洗濯請負契約にかかる所要経費の支出について（７月分）
19,530

福祉局 診療所 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成25年度特定健診代行入力業務委託契約にかかる所要経費の支出について（４月提出～６月提出分）
7,770

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 警備セット用カード購入経費の支出について
2,520

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用衛生用品一式買入経費の支出について
35,542

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　燃料費 心身障害者リハビリテーションセンター業務用ガソリン代の支出について（平成25年6月分）
46,167

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　建物修繕料 心身障がい者リハビリテーションセンター等冷温水１次ポンプ取替工事経費の支出について
225,561

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度心身障がい者リハビリテーションセンター等昇降機保守点検業務委託にかかる経費の支出について（４月～６月分）
333,900

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成25年08月15日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　建物修繕料 心身障がい者リハビリテーションセンター等冷温水１次ポンプ取替工事経費の支出について
15,939

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障害者リハビリテーションセンター業務用ＥＴＣ利用通行料金の支出について（平成２５年６月分）
20,900

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成25年7月分）
4,048

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　建物修繕料 心身障がい者リハビリテーションセンターガス子メーター取替工事経費の支出について
154,350

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成25年7月分）
3,800

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 心身障がい者リハビリテーションセンター診療所業務用臨床検査代替技師の賃金の支出について（平成２５年７月分）
10,950

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障害者リハビリテーションセンター管理運営用自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の借入について
7,980

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障害者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（平成２５年度７月分）
11,999

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 心身障害者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（平成２５年度７月分）
5,911

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成25年08月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 心身障害者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続にかかる所要経費の支出について（平成２５年度７月分）
1,858

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度心身障がい者リハビリテーションセンター等消防用設備保守点検業務委託費用第１回中間払いについて
932,849

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成25年度心身障がい者リハビリテーションセンター等消防用設備保守点検業務委託費用第１回中間払いについて
187,513

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成25年08月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平成25年度心身障がい者リハビリテーションセンター等消防用設備保守点検業務委託費用第１回中間払いについて
58,966

福祉局
心身障害者リハビリテー
ションセンター管理課

平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成25年7月分）
54,400

福祉局 相談課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成25年度発達障がい児専門療育機関業務委託に係る所要経費の支出について（平成25年7月契約分）（７月～９月分）
3,150,000

福祉局 相談課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度全国（身体・知的）障がい者更生相談所長協議会総会への出席にかかる経費の支出について
36,200

福祉局 相談課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　会費 知的障がい者相談・判定事業用　平成２５年度全国知的障害者更生相談所長協議会会費の支出について
8,000

建設局 管理部管理課 平成25年08月02日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（６月分）出入橋駐車場
63,544

建設局 管理部管理課 平成25年08月02日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（６月分）大阪駅前第１ビル地下駐車場等
627,540

建設局 管理部管理課 平成25年08月02日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　手数料 菅原城北大橋有料道路通行回数券販売手数料の支出について（第１四半期分）その２
1,019

建設局 管理部管理課 平成25年08月07日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　火災保険料 建物総合損害共済委託に伴う基金分担金の支出について
151,703

建設局 管理部管理課 平成25年08月07日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　火災保険料 建物総合損害共済委託に伴う基金分担金の支出について
75,957

建設局 管理部管理課 平成25年08月13日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 委託料　委託料 菅原城北大橋有料道路料金徴収等業務委託（長期継続）経費の支出について（６月分）
2,526,741

建設局 管理部管理課 平成25年08月16日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（６月分）桜橋駐車場
521,183

建設局 管理部管理課 平成25年08月16日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（６月分）長堀駐車場等
18,252,295

建設局 管理部管理課 平成25年08月21日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　印刷製本費 駐車場共通回数券印刷経費の支出について（その１）
642,600

建設局 管理部管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋有料道路管理運営用電気料金（守口）７月分の支出について
56,640

建設局 管理部管理課 平成25年08月23日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋有料道路管理運営用電気料金（守口）７月分の支出について
92,021

建設局 管理部管理課 平成25年08月23日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 使用料及賃借料　使用料 菅原城北大橋有料道路用硬貨自動選別収納機長期借入経費の支出について（７月分）
22,890

建設局 管理部管理課 平成25年08月26日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（７月分）プロバイダ料
1,869

建設局 管理部管理課 平成25年08月26日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋有料道路管理運営用電気料金（北摂）７月分の支出について
128,608

建設局 管理部管理課 平成25年08月26日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 使用料及賃借料　使用料 菅原城北大橋有料道路用自動料金収受装置借入経費の支出について（７月分）
3,197,250

建設局 管理部管理課 平成25年08月29日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（７月分）中央区役所駐車場等
121,732
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建設局 管理部管理課 平成25年08月29日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（７月分）船場パーキング
562,271

建設局 測量明示課 平成25年08月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 九条西道路区域線確定測量業務委託の委託料前払金の支出について
3,580,000

建設局 測量明示課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量業務用測量補機（電子平板）長期借入経費の支出について（平成２５年７月分）
41,580

建設局 測量明示課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量計算用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２５年７月分）
247,170

建設局 測量明示課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量計算用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２５年７月分）
59,182

建設局 測量明示課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量業務用平成２３年度普通自動車（建設局）長期借入経費の支出について（平成２５年７月分）
189,000

建設局 測量明示課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 測量業務車両駐車用ＡＴＣビル内駐車場使用料の支出について（平成２５年９月分）
252,000

建設局 測量明示課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 測量計算用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２５年７月分）
41,775

建設局 測量明示課 平成25年08月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 市有不動産測量事務用コンピューターシステム一式長期借入経費の支出について（平成２５年７月分）
127,155

建設局 測量明示課 平成25年08月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 市有不動産測量事務用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２５年７月）
38,640

建設局 測量明示課 平成25年08月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 市有不動産測量計算用コンピュータシステム一式長期借入（その２）経費の支出について（平成２５年７月分）
32,235

建設局 測量明示課 平成25年08月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 測量明示業務用市内出張交通費等の支出について（平成２５年７月分）
2,970

建設局 測量明示課 平成25年08月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量業務用普通自動車（バン）（都市整備局）長期借入経費の支出について（平成２５年７月分）
138,600

建設局 測量明示課 平成25年08月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量業務用普通自動車（建設局）長期借入経費の支出について（平成２５年７月分）
256,200

建設局 測量明示課 平成25年08月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量業務用平成２２年度測量計算ＣＡＤシステム機器等（建設局）長期借入経費の支出について（平成２５年７月分）
321,993

建設局 路政課 平成25年08月08日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 道路占用・屋外広告物許可事務用　窓あき封筒外１点の買入経費の支出について
57,435

建設局 路政課 平成25年08月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 大阪駅前地下道不正使用防止及び監視等業務委託に係る第１回中間精算金の支出について
3,088,050

建設局 路政課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路占用許可事務用市内出張交通費等の支出について（６月分）
7,555

建設局 路政課 平成25年08月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路管理適正化担当業務等にかかる市内出張旅費（７月分）の支出について
6,314

建設局 路政課 平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 「かたづけ・たい」活動報告はがきに係る郵便料金の支払いについて（7月分）
3,575

建設局 路政課 平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 特殊車両通行許可算定支援システム用パソコン（２０１３年）長期借入経費支出について（２５年７月分）
6,321

建設局 路政課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 負担金、補助及交付金　会費 「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」受講料の支払いについて
14,000

建設局 自転車対策課 平成25年08月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 自転車保管所管理運営業務委託にかかる委託料の支払いについて（７月分）
28,104,542

建設局 自転車対策課 平成25年08月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 萩ノ茶屋駅自転車駐車場警備業務委託にかかる経費の支出について（第１四半期４～６月分）
343,413

建設局 自転車対策課 平成25年08月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 防犯登録照会システムオンライン化機器長期借入－２（７月分）の支出について
38,325

建設局 自転車対策課 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 自転車対策課（施設担当）事務にかかる市内出張等交通費の支出について（７月分）
20,843

建設局 自転車対策課 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 自転車対策事務にかかる市内出張交通費（近接地含む）の支出について（７月分）
17,420

建設局 自転車対策課 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　印刷製本費 放置自転車対策用　保管通知葉書印刷にかかる経費の支出について
49,875

建設局 自転車対策課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－１０にかかる委託料の支払いについて（７月分）
3,265,500

建設局 自転車対策課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 啓発指導員による放置自転車対策業務委託－１にかかる委託料の支払いについて(６・７月分)
2,234,400

建設局 自転車対策課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－６にかかる委託料の支払いについて（７月分）
1,816,500

建設局 自転車対策課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車規制警備業務委託－１にかかる委託料の支払いについて(６・７月分)
1,799,700

建設局 自転車対策課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－２にかかる委託料の支払いについて（７月分）
1,914,150

建設局 自転車対策課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－７にかかる委託料の支払いについて（７月分）
2,419,200

建設局 自転車対策課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－８にかかる委託料の支払いについて（７月分）
2,604,000

建設局 自転車対策課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－１１にかかる委託料の支払いについて（７月分）
1,665,300

建設局 自転車対策課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－５にかかる委託料の支払いについて（７月分）
1,685,250

建設局 自転車対策課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－３にかかる委託料の支払いについて（７月分）
1,986,600

建設局 自転車対策課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－４にかかる委託料の支払いについて（７月分）
2,357,250

建設局 自転車対策課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－９にかかる委託料の支払いについて（７月分）
2,367,750

建設局 自転車対策課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 啓発指導員による放置自転車対策業務委託－２にかかる委託料の支払いについて(６・７月分)
2,238,600

建設局 自転車対策課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 放置自転車等運搬業務委託－１にかかる委託料の支払いについて（７月分）
4,810,050

建設局 工務課 平成25年08月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（６月分）の支出について
21,724

建設局 工務課 平成25年08月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　アスファルト乳剤第１四半期概算（道路）買入経費の支出について
215,460

建設局 工務課 平成25年08月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　川砂第１四半期概算（道路）買入経費の支出について
119,700

建設局 工務課 平成25年08月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス回線使用料（６月分）の支出について
61,236

建設局 工務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 積算参考用　平成25年度版　建設機械等損料表の買入経費の支出について
13,200

建設局 工務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 積算参考用　平成25年度版　建設機械等損料表の買入経費の支出について
240
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建設局 工務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 積算参考用　平成25年度版　建設機械等損料表の買入経費の支出について
92,400

建設局 工務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 積算参考用　平成25年度版　建設機械等損料表の買入経費の支出について
1,680

建設局 工務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 十三工営所管内事故防止対策業務委託第1回中間金の支出について
1,459,500

建設局 工務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 積算参考用　平成25年度版　建設機械等損料表の買入経費の支出について
6,600

建設局 工務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 役務費　通信運搬費 積算参考用　平成25年度版　建設機械等損料表の買入経費の支出について
120

建設局 工務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 積算参考用　平成25年度版　建設機械等損料表の買入経費の支出について
6,600

建設局 工務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 役務費　通信運搬費 積算参考用　平成25年度版　建設機械等損料表の買入経費の支出について
120

建設局 工務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 積算参考用　平成25年度版　建設機械等損料表の買入経費の支出について
13,200

建設局 工務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 積算参考用　平成25年度版　建設機械等損料表の買入経費の支出について
240

建設局 工務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 十三工営所管内事故防止対策業務委託第1回中間金の支出について
367,500

建設局 工務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 直営作業用　プロパンガス第１四半期概算（道路）買入経費の支出について
83,160

建設局 工務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 田島工営所管内事故防止対策業務委託第１回中間金の支出について
2,446,500

建設局 工務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 田島工営所管内事故防止対策業務委託第１回中間金の支出について
451,500

建設局 工務課 平成25年08月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　再生クラッシャーラン第１四半期概算（道路）買入経費の支出について
62,370

建設局 工務課 平成25年08月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　再生アスファルト混合物（海老江）第１四半期概算（道路）買入経費の支出について
719,250

建設局 工務課 平成25年08月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　再生アスファルト混合物（田島）第１四半期概算（道路）買入経費の支出について
275,467

建設局 工務課 平成25年08月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　再生アスファルト混合物（十三）第１四半期概算（道路）買入経費の支出について
337,370

建設局 工務課 平成25年08月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　再生アスファルト混合物（津守）第１四半期概算（道路）買入経費の支出について
57,750

建設局 工務課 平成25年08月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　再生アスファルト混合物（住之江）第１四半期概算（道路）買入経費の支出について
316,848

建設局 工務課 平成25年08月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　再生アスファルト混合物（平野）第１四半期概算（道路）買入経費の支出について
158,865

建設局 工務課 平成25年08月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　再生アスファルト混合物（中浜）第１四半期概算（道路）買入経費の支出について
83,929

建設局 工務課 平成25年08月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　再生アスファルト混合物（市岡）第１四半期概算（道路）買入経費の支出について
149,940

建設局 工務課 平成25年08月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　普通自動車（なにわ３４す５２２４）修繕（緊急）にかかる経費の支出について
39,685

建設局 工務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（7月分）
164,500

建設局 工務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（7月分）
164,500

建設局 工務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（7月分）
493,582

建設局 工務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（7月分）
109,667

建設局 工務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度 道路橋梁総合管理システム周辺機器等一式借入（再リース）の支出について（7月分）
1,596

建設局 工務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（7月分）
95,955

建設局 工務課 平成25年08月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成25年7月分）
106,554

建設局 工務課 平成25年08月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成25年7月分）
106,554

建設局 工務課 平成25年08月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成25年7月分）
106,554

建設局 工務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス回線使用料（７月分）の支出について
61,236

建設局 工務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 市岡工営所管内事故防止対策業務委託第１回中間金の支出について
1,722,000

建設局 工務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 建設局勤務情報等システム導入に係るパソコン(2008年度)一式長期借入－２の支出について（７月分）
7,950

建設局 工務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 建設局庁内情報ネットワーク機器等一式長期借入の支出について（７月分）
83,838

建設局 工務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度　庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式　長期借入の支出について（７月分）
61,313

建設局 工務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（７月分）
222,292

建設局 工務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 建設局庁内情報利用パソコン等機器（2008年度）一式長期借入－２の支出について（７月分）
45,307

建設局 工務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（７月分）
1,141,812

建設局 工務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成21年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（７月分）
23,211

建設局 工務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 負担金、補助及交付金　会費 会議費（都道府県土木・建築部等技術次長技監会議）の支出について
5,000

建設局 工務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 市岡工営所管内事故防止対策業務委託第１回中間金の支出について
462,000

建設局 管理部設備課 平成25年08月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用及び公園事業用市内等出張交通費の支出について（６月分）
8,550

建設局 管理部設備課 平成25年08月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 道路事業用及び公園事業用市内等出張交通費の支出について（６月分）
6,182

建設局 管理部設備課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 ＡＴＣ庁舎内外１状態監視装置改修工事の工事精算金の支出について
5,481,000

建設局 管理部設備課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 ＡＴＣ庁舎内外１状態監視装置改修工事の工事精算金の支出について
5,407,500

建設局 管理部設備課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 ＡＴＣ庁舎内外１状態監視装置改修工事の工事精算金の支出について（科目追加分）
73,500
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建設局 管理部設備課 平成25年08月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（平成25年７月分）
227,592

建設局 管理部設備課 平成25年08月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 淀川南岸線道路照明灯設置工事－３の工事精算金の支出について
11,349,000

建設局 管理部設備課 平成25年08月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 歌島豊里線道路照明灯設置工事の工事精算金の支出について
6,045,500

建設局 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 ATC庁舎事務室内電話設置工事料金の支出について(平成25年5月分(7月請求))
32,235

建設局 総務課 平成25年08月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　判例国家賠償追録第２３０号外５点買入経費の支出について
25,400

建設局 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 ATC庁舎事務室内電話設置工事にかかる電話使用料の支出について(平成25年7月請求分)
4,505

建設局 総務課 平成25年08月12日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室内等電気使用料金の支出について(平成25年6月分(7月請求))
52,772

建設局 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 建設局ＡＴＣ庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について(平成25年4月～6月分(7月請求))
94,902

建設局 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室電話回線使用料の支出について(平成25年7月分(7月請求))
4,811

建設局 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市中央卸売市場本場衛生組合分担金の支出について(平成25年7月分(7月請求))
6,000

建設局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(平成25年7月分(8月請求)）
3,496

建設局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(平成25年7月分(8月請求)）
3,110,363

建設局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ATCＣ庁舎自家発電機置場賃料の支出について（平成25年9月分(8月請求))
28,085

建設局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ駐車場使用料の支出について(平成25年9月分(8月請求))
147,000

建設局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎事務室等賃借料及び共益費の支出について（平成25年9月分(8月請求))
32,211,467

建設局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎洗濯機置場賃料・共益費の支出について（平成25年9月分(8月請求))
71,668

建設局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ATCＣ庁舎自家発電機置場賃料の支出について（平成25年9月分(8月請求))
32,473

建設局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　地方公共団体契約実務の要点追録第５５－５８号外１点買入経費の支出について
12,400

建設局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　行政手続法追録第８０１－８０３号外３点買入経費の支出について
162,300

建設局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路通行料の支出について（６月分）
149,700

建設局 総務課 平成25年08月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 会議出席用等市内等出張交通費（７月分）の支出について
460

建設局 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市中央卸売市場業務管理棟共益費の支出について(平成25年8月分(8月請求))
1,020,512

建設局 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市中央卸売市場本場防火防犯交通協力会分担金の支出について(平成25年度分(8月請求))
8,000

建設局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ機器長期借入にかかる支出について(平成25年7月分(8月請求))
11,655

建設局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 建設局事務連絡文書等発送用後納郵便料金の支出について（７月分）
202,320

建設局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ機器長期借入にかかる支出について(平成25年7月分(8月請求))
42,735

建設局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式(A)外１点借入にかかる支出について(平成25年7月分(8月請求))
34,231

建設局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市中央卸売市場本場衛生組合分担金の支出について(平成25年8月分(8月請求))
6,000

建設局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　河川法令便覧追録第１０３－１０４号外２点買入経費の支出について
2,940

建設局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式(A)外１点借入にかかる支出について(平成25年7月分(8月請求))
14,479

建設局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　河川法令便覧追録第１０３－１０４号外２点買入経費の支出について
4,784

建設局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式(A)外１点借入にかかる支出について(平成25年7月分(8月請求))
6,437

建設局 職員課 平成25年08月02日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 締固用機械特別教育の受講ならびに所要経費の支出について
14,700

建設局 職員課 平成25年08月02日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 締固用機械特別教育の受講ならびに所要経費の支出について
97,300

建設局 職員課 平成25年08月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 平成25年度国土交通大学校　公共測量研修にかかる書籍代の支出について
3,060

建設局 職員課 平成25年08月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 平成25年度国土交通大学校　公共測量研修にかかる印刷物代等の支出について
11,862

建設局 職員課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 平成25年度国土交通大学校　道路管理研修にかかる印刷物代等の支出について
16,798

建設局 職員課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 平成25年度国土交通大学校　道路管理研修にかかる書籍代の支出について
1,160

建設局 職員課 平成25年08月12日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 クレーン運転特別教育の受講ならびに所要経費の支出について
9,000

建設局 職員課 平成25年08月12日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 玉掛技能講習の受講ならびに所要経費の支出について
8,000

建設局 職員課 平成25年08月12日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 クレーン運転特別教育の受講ならびに所要経費の支出について
63,000

建設局 職員課 平成25年08月12日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 玉掛技能講習の受講ならびに所要経費の支出について
76,500

建設局 職員課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 締固用機械特別教育の受講ならびに所要経費の支出について
4,200

建設局 職員課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 巻上機特別教育の受講ならびに所要経費の支出について
6,000

建設局 職員課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 小型車両系建設機械特別教育の受講ならびに所要経費の支出について
2,600

建設局 職員課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 高所作業車特別教育の受講ならびに所要経費の支出について
3,900

建設局 職員課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 フォークリフト運転技能講習の実施ならびに所要経費の支出について
2,600

建設局 職員課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 各技能講習・特別教育受講料の振込手数料の支出について（IHI）
525
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建設局 職員課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 高所作業車特別教育の受講ならびに所要経費の支出について
35,100

建設局 職員課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 締固用機械特別教育の受講ならびに所要経費の支出について
27,800

建設局 職員課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 小型車両系建設機械特別教育の受講ならびに所要経費の支出について
23,400

建設局 職員課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 巻上機特別教育の受講ならびに所要経費の支出について
90,000

建設局 職員課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 フォークリフト運転技能講習の実施ならびに所要経費の支出について
51,400

建設局 職員課 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 日雇労働者にかかる遺族補償年金の支出について（平成25年6・7月分）
132,250

建設局 職員課 平成25年08月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 危険物取扱者試験の受験及び養成講習の受講ならびに所要経費の支出について
13,680

建設局 職員課 平成25年08月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 危険物取扱者免状交付の申請の実施ならびに所要経費の支出について
8,400

建設局 職員課 平成25年08月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 危険物取扱者試験の受験及び養成講習の受講ならびに所要経費の支出について
23,200

建設局 職員課 平成25年08月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 酸素欠乏硫化水素危険作業主任者技能講習の実施ならびに所要経費の支出について
16,800

建設局 職員課 平成25年08月29日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 第１種衛生管理者免許試験受験料（10月受験）の支出について
6,880

建設局 経理課 平成25年08月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　デジタル複合機（赤黒ツインカラー対応）にかかるコピー代金の支出について　（６月分）
12,210

建設局 経理課 平成25年08月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 事務用　乾式電子複写機（モノクロ分速40枚以上）（再リース）にかかるコピー代金の支出について（第１四半期）
160,807

建設局 経理課 平成25年08月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（7月分‐1）
13,567

建設局 経理課 平成25年08月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 庁内情報用　ドラム／トナーカートリッジ外１点（４～６月分）買入(単価契約）６月分買入経費の支出について
227,850

建設局 経理課 平成25年08月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（7月分‐1）
34,950

建設局 経理課 平成25年08月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用切手の購入にかかる経費の支出について(8月分)
3,200

建設局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　６月分　単価契約）(旧ゆとりとみどり振興局分）
274,121

建設局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２３年度単価契約）（６月分）
19,798

建設局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）６月分
19,080

建設局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 車両作業用　日常点検整備表外１点印刷経費の支出について
79,695

建設局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２３年度単価契約）（６月分）
71,233

建設局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２２年度単価契約）（６月分）
168,737

建設局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２１年度単価契約）（６月分）
16,703

建設局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）６月分
221,865

建設局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　６月分　単価契約）
140,099

建設局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２２年度単価契約）（６月分）
4,797

建設局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２３年度単価契約）（６月分）
144

建設局 経理課 平成25年08月12日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　６月分　単価契約）
1,263,445

建設局 経理課 平成25年08月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　６月分　単価契約）
2,516,028

建設局 経理課 平成25年08月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　６月分　単価契約）
39,091

建設局 経理課 平成25年08月13日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 書類作成用等　ゴム印等単価契約（６月分）にかかる買入経費の支出について
3,465

建設局 経理課 平成25年08月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(天然ガス)6月分
26,115

建設局 経理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 一般事務用朱肉外108点買入経費の支出について
443,431

建設局 経理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 事務用　乾式電子複写機（モノクロ分速60・70枚以上）（再リース）にかかるコピー代金の支出について（第１四半期）
817,322

建設局 経理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（7月分‐2）
5,080

建設局 経理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について(8月分)
225,000

建設局 経理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について(8月分)
10,000

建設局 経理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（7月分‐2）
49,150

建設局 経理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について(8月分)
15,000

建設局 経理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について(8月分)
32,640

建設局 経理課 平成25年08月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 船舶用燃料費の支出について(軽油　７月分　単価契約）
764,400

建設局 企画課 平成25年08月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 打合せ用等市内出張（近接地を含む）交通費７月分の支出について
400

建設局 企画課 平成25年08月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 打合せ用等市内出張（近接地を含む）交通費７月分の支出について
580

建設局 企画課 平成25年08月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 打合せ用等市内出張（近接地を含む）交通費７月分の支出について
1,760

建設局 企画課 平成25年08月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 打合せ用等市内出張交通費７月分（その２）の支出について
2,340

建設局 道路部調整課 平成25年08月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 遠方監視装置回線インターネット接続使用料の支出について（６月分）
2,226

建設局 道路部調整課 平成25年08月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（６月分）
47,379
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建設局 道路部調整課 平成25年08月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（６月分）
34,655

建設局 道路部調整課 平成25年08月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（６月分）
13,120

建設局 道路部調整課 平成25年08月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 瓜破大橋左岸取付高架橋外５橋補強その他工事の工事費前払金の支出について
36,750,000

建設局 道路部調整課 平成25年08月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 瓜破大橋左岸取付高架橋外５橋補強その他工事の工事費前払金の支出について
9,950,000

建設局 道路部調整課 平成25年08月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 第45回連続立体交差事業研究会の出席にかかる管外出張旅費の支出について
42,240

建設局 道路部調整課 平成25年08月09日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道（冷房代）電気料金の支出について（７月分）
1,899,095

建設局 道路部調整課 平成25年08月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業の用地取得に係る平成２５年度事務委託契約の概算金の支出について
2,879,000

建設局 道路部調整課 平成25年08月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業の用地取得に係る平成２５年度事務委託契約の概算金の支出について
5,857,000

建設局 道路部調整課 平成25年08月12日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（７月分）
43,180

建設局 道路部調整課 平成25年08月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 大阪市道路公社経営監視会議委員説明にかかる管外出張旅費の支出について
5,250

建設局 道路部調整課 平成25年08月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 金甌小学校東横線舗装補修工事－２の工事費精算金の支出について
21,841,600

建設局 道路部調整課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 負担金、補助及交付金　分担金 都道府県・指定都市道路連絡協議会　平成２５年度会費の支出について
30,000

建設局 道路部調整課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 阪急京都線・千里線連続立体交差事業の進捗状況及び課題の説明等にかかる管外出張旅費の支出について
57,640

建設局 道路部調整課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業のうち平成24年度協定概算金の支出について
4,000,000,000

建設局 道路部調整課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業に伴う配電設備の移転工事に関する平成２５年度補償契約－１の概算金支出について
7,677,000

建設局 道路部調整課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　特別旅費 平成２５年度　国土交通大学校専門課程　道路環境研修の受講にかかる管外出張旅費の支出について
41,810

建設局 道路部調整課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 委託料　委託料 高野線　岸里玉出駅～帝塚山駅間　帝塚山橋及び大原橋の塗装塗替工事及び補修工事の施工に関する協定にかかる精算金の支出について
104,643,000

建設局 道路部調整課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 委託料　委託料 天王寺構内阿倍野橋詳細点検についての協定にかかる点検費概算払について
6,000,000

建設局 道路部調整課 平成25年08月19日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 道路・河川集中管理システム外部接続用端末等回線使用料の支出について（６月分）
4,133

建設局 道路部調整課 平成25年08月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 道路・河川集中管理システム外部接続用端末等回線使用料の支出について（６月分）
4,133

建設局 道路部調整課 平成25年08月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 役務費　通信運搬費 安治川河底トンネル監視室電話代の支出について（７月分）
3,502

建設局 道路部調整課 平成25年08月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 宗右衛門町商店街線外４舗装その他工事の工事費精算金の支出について
4,527,950

建設局 道路部調整課 平成25年08月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 宗右衛門町商店街線外４舗装その他工事の工事費精算金の支出について（科目追加）
188,800

建設局 道路部調整課 平成25年08月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 宗右衛門町商店街線外４舗装その他工事の工事費精算金の支出について
9,049,200

建設局 道路部調整課 平成25年08月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 宗右衛門町商店街線外４舗装その他工事の工事費精算金の支出について（科目追加）
4,874,200

建設局 道路部調整課 平成25年08月21日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 湊町駅前東西線東側地下道の電気料金の支出について（７月分）
255,271

建設局 道路部調整課 平成25年08月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 日吉歩道橋補修工事の工事費前払金の支出について
5,370,000

建設局 道路部調整課 平成25年08月22日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪環状線及び大阪内環状線等共同溝水道料金の支出について（７月分）
51,942

建設局 道路部調整課 平成25年08月22日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 湊町駅前東西線東側地下道の水道料金の支出について（７月分）
1,574

建設局 道路部調整課 平成25年08月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（７月分）の支出について
5,976

建設局 道路部調整課 平成25年08月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰戻金（７月分）の支出について
8,988

建設局 道路部調整課 平成25年08月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金（７月分）の支出について
450

建設局 道路部調整課 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 住之江公園前歩道橋エレベーター設計検討業務に関する協定の概算金の支出について
4,939,200

建設局 道路部調整課 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 国土交通省情報交換用パーソナルコンピューター長期借入経費の支出について（７月分）
14,385

建設局 道路部調整課 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 淀川区第１２１５号線舗装補修工事－２（科目追加）の工事費精算金の支出について
6,775,150

建設局 道路部調整課 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 淀川区第１２１５号線舗装補修工事－２の工事費精算金の支出について
34,463,750

建設局 道路部調整課 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 平成２５年度近畿ブロック橋梁担当者会議の出席にかかる管外出張旅費の支出について
24,600

建設局 道路部調整課 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 橋梁事業参考用　橋梁架設工事の積算（平成２５年度版）外３点買入経費の支出について
24,185

建設局 道路部調整課 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　新規工事費 下高野橋取付道路改良工事の工事費中間前払金の支出について
5,010,000

建設局 道路部調整課 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 長柄橋耐震対策工事－６の工事費精算払いについて
103,471,500

建設局 道路部調整課 平成25年08月26日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等下水道使用料の支出について（７月分）
696,606

建設局 道路部調整課 平成25年08月26日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等工業用水道料金の支出について（８月分）
6,987

建設局 道路部調整課 平成25年08月26日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（７月分）
1,166,180

建設局 道路部調整課 平成25年08月26日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（７月分）
92,067,491

建設局 道路部調整課 平成25年08月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 第１回連続立体交差事業に関する勉強会出席にかかる管外出張旅費の支出について
28,500

建設局 道路部調整課 平成25年08月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 委託料　委託料 安治川河底隧道警備業務委託の中間払について（７月分）
2,803,500

建設局 道路部調整課 平成25年08月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 東住吉区第１２０３号線舗装補修工事の工事費中間前払金の支出について
5,450,000

建設局 道路部調整課 平成25年08月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 小林歩道橋塗装工事の工事費前払金の支出について
5,370,000
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建設局 道路部調整課 平成25年08月27日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 東住吉区第１２０３号線舗装補修工事の工事費中間前払金の支出について
50,000

建設局 道路部調整課 平成25年08月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 負担金、補助及交付金　分担金 全国街路事業促進協議会　平成２５年度負担金の支出について
100,000

建設局 道路部調整課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 淀川区第８１１号線舗装補修工事の工事費精算金の支出について
11,269,300

建設局 道路部調整課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 淀川区第８１１号線舗装補修工事の工事費精算金の支出について
3,657,200

建設局 下水道河川部調整課 平成25年08月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 河川維持管理用　作業用手袋外３点の買入経費の支出について
38,902

建設局 下水道河川部調整課 平成25年08月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）
16,800

建設局 下水道河川部調整課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 西横堀川水門跡整地工事－２の工事費前払金の支出について
10,800,000

建設局 下水道河川部調整課 平成25年08月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 河川事業用第72回大都市河川主務者会議に係る管外出張旅費の支出について
16,600

建設局 下水道河川部調整課 平成25年08月26日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用通信料金の支出について（７月分）
14,105

建設局 下水道河川部調整課 平成25年08月26日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 寝屋川分流水門用電話料金の支出について（７月分）
2,636

建設局 下水道河川部調整課 平成25年08月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 河川事業用市内及び近接地出張旅費の支出について（７月分）
15,062

建設局 下水道河川部調整課 平成25年08月29日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用インターネット接続プロバイダ使用料の支出について（７月分）
1,659

建設局 下水道河川部調整課 平成25年08月29日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用インターネット接続プロバイダ使用料の支出について（６月分）
1,659

建設局 下水道河川部調整課 平成25年08月29日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪府河川協会にかかる平成２５年度分担金の支出について
210,000

建設局 下水道河川部調整課 平成25年08月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 負担金、補助及交付金　分担金 寝屋川流域協議会平成２５年度負担金の支出について
80,000

建設局 下水道河川部調整課 平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川水門・東横堀川水門遠方操作用専用線料金の支出について（７月分）
24,764

建設局 下水道河川部調整課 平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 河川水門遠方監視用専用線料金の支出について（７月分）
698,250

建設局 下水道河川部調整課 平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 加美巽川排水機場１階専用線料金の支出について（７月分）
23,520

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成25年08月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 新森小路橋架替工事に伴なう工場製品検査にかかる管外出張旅費の支出について
19,200

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成25年08月06日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 建設局今福出張所機械警備業務委託
25,987

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成25年08月09日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 今福出張所庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（４月～６月分）
556,500

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成25年08月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（６月分）
8,307

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成25年08月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（5月分）
8,207

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成25年08月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　ミニパトロールカー（なにわ８０あ２２３５）修繕にかかる経費の支出について
45,360

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成25年08月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 衛生管理用　洗濯用粉石けん洗剤買入経費の支出について
28,875

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成25年08月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 備品購入費　機械器具費 現場作業用　エンジンチェーンソー買入経費の支出について
66,150

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成25年08月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（６月分）
5,100

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車輌整備用　ダンプトラック（なにわ８００す５５７６）修繕にかかる経費の支出について
136,395

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　自動車定期整備（中間点検）（東部その１）にかかる経費の支出について
13,545

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成25年08月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 衛生管理用　洗濯用粉石けん外２点買入経費の支出について
73,001

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 東部方面管理事務所及び弁天抽水所庁舎清掃業務委託長期継続の施行及び同経費の支出について(平成25年7月分）
119,496

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　カラー鉄線買入経費の支出について
13,797

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路管理用　トナーカートリッジ外１点買入経費の支出について
87,780

建設局 田島工営所 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成２５年６月分）
5,554

建設局 田島工営所 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成２５年５月分－２）
1,080

建設局 田島工営所 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成２５年４月分－３）
540

建設局 田島工営所 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年６月分）
38,492

建設局 田島工営所 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年５月分）
25,434

建設局 田島工営所 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年５月分）
3,000

建設局 田島工営所 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年５月分）
370

建設局 田島工営所 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年６月分）
300

建設局 田島工営所 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年５月分）
840

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成25年08月02日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 市岡工営所庁舎清掃業務委託　長期継続の委託料の支出について（平成25年4月～6月分）
478,615

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成25年08月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 車両整備用チューブレスタイヤ外７点買入経費の支出について
220,815

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成25年08月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 車両整備用チューブレスタイヤ外７点買入経費の支出について
23,835

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成25年08月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　市岡工営所事務室空調設備修繕（緊急）にかかる経費の支出について
852,600

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成25年08月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用ドラムカートリッジ買入経費の支出について
97,860

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成25年08月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 プロパンガス（落合下渡船場外５箇所分）上半期買入（単価契約）（７月分）の支出について
26,525
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建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成25年08月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　建物修繕料 河川施設整備用東横堀川水門管理棟（電気室）空調設備修繕（緊急）にかかる経費の支出について
153,195

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用、市内出張交通費の支出について（平成２５年７月分）
17,486

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
20,812

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,240

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,400

建設局 市岡工営所 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
47,758

建設局 市岡工営所 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 船場高架橋補修工事－３工事の製品検査に伴う管外出張旅費の支出について
16,340

建設局 市岡工営所 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 船場高架橋補修工事－３工事の製品検査に伴う管外出張旅費の支出について
16,340

建設局 河川・渡船管理事務所 平成25年08月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分－②）
4,180

建設局 河川・渡船管理事務所 平成25年08月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分－②）
6,300

建設局 河川・渡船管理事務所 平成25年08月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分－②）
28,634

建設局 河川・渡船管理事務所 平成25年08月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分－②）
4,500

建設局 河川・渡船管理事務所 平成25年08月14日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分－①）
43,915

建設局 河川・渡船管理事務所 平成25年08月14日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分－①）
3,990

建設局 河川・渡船管理事務所 平成25年08月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分－①）
22,970

建設局 河川・渡船管理事務所 平成25年08月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分－①）
2,000

建設局 河川・渡船管理事務所 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 河川事業用市内出張交通費（７月分）にかかる支出について
10,000

建設局 河川・渡船管理事務所 平成25年08月26日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 船舶緊急連絡用携帯電話料金にかかる経費の支出について（７月分）
6,615

建設局 河川・渡船管理事務所 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 使用料及賃借料　使用料 河川・渡船管理事務所仮設倉庫の長期借入（その２）にかかる経費の支出について（７月分）
112,581

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成25年08月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 平野工営所光熱水費の支出について（２５年７月分電気料金）
258,698

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成25年08月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ１７５７）修繕にかかる経費の支出について
78,183

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成25年08月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路事業用　トナーカートリッジ外４点買入にかかる経費の支出について
468,300

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 安全衛生用　全自動洗濯機買入にかかる経費の支出について
61,845

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成25年08月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路事業用　ビニール袋買入にかかる経費の支出について
92,400

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成25年08月20日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 平野工営所庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（第１四半期分）
392,506

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成25年08月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 住之江工営所光熱水費の支出について（平成２５年７月使用分ガス料金）
106,202

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成25年08月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 平野工営所光熱水費の支出について（平成２５年７月使用分ガス料金）
64,436

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成25年08月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 平野工営所水道料金平成２５年７月使用分の支出について
77,255

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成25年08月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 住之江下水処理場外１５か所水道料金平成２５年７月使用分の支出について
334,675

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成25年08月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
41,530

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成25年08月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
13,375

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成25年08月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 南部方面管理事務所管内ＫＤＤＩ電話料金７月使用分の支出について
28,160

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成25年08月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
400

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路維持作業用　工業用扇風機買入にかかる経費の支出について
14,700

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　旧南工営所水道代（平成２５年６月分）支出について
20,154

建設局 平野工営所 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
3,982

建設局 平野工営所 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
15,099

建設局 平野工営所 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
2,625

建設局 平野工営所 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,600

建設局 平野工営所 平成25年08月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費(平成25年6月分)の支出について
10,790

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成25年08月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
7,106

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成25年08月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
59,028

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成25年08月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ880あ886号車）修繕にかかる経費の支出について
98,962

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成25年08月07日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 庁舎管理用　十三工営所庁舎清掃業務委託　長期継続の委託料中間金の支出について（第１四半期）
470,943

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成25年08月09日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 十三工営所機械警備業務委託　長期継続の委託料中間金の支出について（第１四半期分）
15,435

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成25年08月09日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 庁舎管理用　野田出張所庁舎清掃業務委託　長期継続の委託料中間金の支出について（第１四半期分）
373,204

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 蚊・ハエ等駆除用　蚊取線香外５点買入にかかる経費の支出について
53,812

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 道路維持作業用　ハンドカッター（スチールＴＳ３５０）修繕（緊急）にかかる経費の支出について
94,500
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建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成25年08月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 病気休職中の職員との面談にかかる管外出張旅費の支出について
5,600

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成25年08月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（6月分その2）
680

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成25年08月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　普通貨物自動車（なにわ８００さ７４９６）修繕にかかる経費の支出について
34,335

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成25年08月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,960

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成25年08月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
16,223

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成25年08月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
19,737

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成25年08月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,785

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成25年08月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
7,200

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成25年08月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
3,980

建設局 十三工営所 平成25年08月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
50,324

建設局 十三工営所 平成25年08月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
7,665

建設局 十三工営所 平成25年08月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
2,900

建設局 十三工営所 平成25年08月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（６月分）
7,485

建設局 公園管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 公園事業用　市内出張交通費等の支出について（６月分）
1,920

建設局 公園管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 建設局事務用　公園事務所設置ビジネスホン借入経費にかかる支出について　６月分
85,333

建設局 公園管理課 平成25年08月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　其他委員等旅費 公園事業用　市内出張交通費等の支出について（６月分）
1,300

建設局 公園管理課 平成25年08月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費等の支出について（６月分）
83,907

建設局 公園管理課 平成25年08月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年６月分）
20,336

建設局 公園管理課 平成25年08月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年６月分）
3,200

建設局 公園管理課 平成25年08月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用庁内情報ネットワークにおける通信サービス料の支出について（６月分）
61,236

建設局 公園管理課 平成25年08月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用車両　なにわ４１た３５０４号車（軽四清掃ダンプ）修繕（緊急）経費の支出について
61,204

建設局 公園管理課 平成25年08月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　住之江か８９８４（構内運搬車）修繕（緊急）経費の支出について
85,365

建設局 公園管理課 平成25年08月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　天王寺動物園コアラ舎空調機修繕（緊急）経費の支出について
296,100

建設局 公園管理課 平成25年08月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 作業体制整備用　車両貼付用マグネットシート印刷経費の支出について
93,555

建設局 公園管理課 平成25年08月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用車両　なにわ100さ1238号車（Ｗキャビン）修繕（緊急）経費の支出について
49,927

建設局 公園管理課 平成25年08月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　なにわ１００さ２７６４号車（Ｗキャビン）修繕（緊急）経費の支出について
27,825

建設局 公園管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　医薬材料費 動物病院医療措置用　ダイビタミックス注　外7点買入経費の支出について
62,011

建設局 公園管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料施設使用料の還付金の支出について（過年度　みおつくしスポーツネット分）
16,600

建設局 公園管理課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 平成25年度技能講習の受講及び同経費の支出について（アーク溶接特別教育）
8,400

建設局 公園管理課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　鶴見緑地国際陳列館Ｂ１Ｆガス吸収式冷温水発生機（２号機）修繕（緊急）経費の支出について
1,606,500

建設局 公園管理課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　川砂－１外６点　買入経費の支出について
672,000

建設局 公園管理課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　会費 平成25年度技能講習の受講及び同経費の支出について（アーク溶接特別教育）
33,600

建設局 公園管理課 平成25年08月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　万能用刷毛―１　外５点　買入経費の支出について
22,693

建設局 公園管理課 平成25年08月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　ホイルローダ（大阪市北き１１４８）修繕（緊急）経費の支出について
51,450

建設局 公園管理課 平成25年08月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　万能用刷毛―１　外５点　買入経費の支出について
13,070

建設局 公園管理課 平成25年08月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 　公園維持管理用　靱公園東園複合遊具修繕経費にかかる支出について
126,000

建設局 公園管理課 平成25年08月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　イソキサチオン乳剤　外３点買入経費の支出について
68,040

建設局 公園管理課 平成25年08月15日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　グランドレーキ兼用タイプ　外1点買入経費の支出について
39,039

建設局 公園管理課 平成25年08月15日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用大阪城西の丸庭園等運営業務委託費の支出について（４～７月分）
2,206,428

建設局 公園管理課 平成25年08月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用南部方面公園事務所管内一円公園清掃業務委託費の支出について（第１四半期分）
6,191,635

建設局 公園管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料及び重量税印紙代の支出(2台分)について（なにわ800さ979号車／なにわ800さ901号車）
39,820

建設局 公園管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料及び重量税印紙代の支出(2台分)について（なにわ800さ979号車／なにわ800さ901号車）
70,000

建設局 公園管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　なにわ４１ち８９９０号車（軽四ライトバン）修繕（緊急）経費の支出について
64,879

建設局 公園管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　なにわ800さ7101号車（普通貨物）修繕（緊急）経費の支出について
129,412

建設局 公園管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ800さ900号車・定期点検整備（継続検査）および定期自主検査整備一式経費の支出について
42,000

建設局 公園管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　西部方面公園事務所管内小公園一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第１回）
4,213,650

建設局 公園管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　西部方面公園事務所管内一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第１回）
1,785,000

建設局 公園管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　庁用器具費 公園維持管理用　衣類乾燥機一式買入経費の支出について
46,620
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建設局 公園管理課 平成25年08月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用北部方面公園事務所管内東淀川区域公園便所清掃業務委託費の支出について（７～９月分）
131,174

建設局 公園管理課 平成25年08月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　トラップＵ管　外６点　買入経費の支出について
174,300

建設局 公園管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 建設局事務用　公園事務所設置ビジネスホン借入経費にかかる支出について　７月分
85,333

建設局 公園管理課 平成25年08月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　北部方面公園事務所管内産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第１回）
1,155,000

建設局 公園管理課 平成25年08月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　北部方面公園事務所管内一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第１回）
3,026,100

建設局 公園管理課 平成25年08月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用西部方面公園事務所管内一円公園除草業務委託費の支出について（第１四半期分）
6,840,212

建設局 公園管理課 平成25年08月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　北部方面公園事務所管内小公園一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第１回）
4,032,000

建設局 公園管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入の支出について（７月分）
39,247

建設局 公園管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入経費の支出について（７月分）
504,465

建設局 公園管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　庁内情報利用環境カラープリンタ一式長期借入の支出について（７月分）
23,870

建設局 公園管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入の支出について（７月分）
82,866

建設局 公園管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入の支出について（７月分）
14,570

建設局 公園管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用花博記念公園鶴見緑地バーベキュー場・キャンプ場運営業務委託（長期継続）費の支出について（７月分）
615,175

建設局 公園管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用加賀屋緑地運営業務委託費の支出について（７月分）
474,600

建設局 公園管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　島屋西公園公園灯修繕（緊急）経費の支出について
133,350

建設局 公園管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　中之島公園の適正化対策に係る巡回警備業務委託（その３）にかかる経費の支出について（７月分）
1,381,800

建設局 公園管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　花博記念公園事務所管内一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第１回）
4,757,550

建設局 公園管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　天王寺公園の適正化対策に係る巡回警備業務委託にかかる経費の支出について（７月分）
1,289,662

建設局 公園管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　靱公園の適正化対策に係る巡回警備業務委託にかかる経費の支出について（７月分）
1,378,650

建設局 公園管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　ＥＴＣ利用高速道路通行料（６月分）の支出について
71,800

建設局 公園管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　特定地域ホームレス対策用ユニットハウスほか１点借入（再リース）にかかる経費の支出について（７月分）
26,250

建設局 公園管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　特定地域ホームレス対策用ユニットハウス－Ａほか５点借入（再リース）の経費の支出について（７月分）
52,500

建設局 公園管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 公園事業用　ホームレス対策用軽自動車借入（天王寺動植物公園事務所　再リース）にかかる経費の支出について（なにわ480け1676　７月分）
23,625

建設局 公園管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 公園事業用　ホームレス対策用軽自動車借入（東部方面公園事務所　再リース）にかかる経費の支出について（なにわ480け1675　７月分）
23,625

建設局 公園管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用花博記念公園鶴見緑地ホール等有料施設運営業務委託（長期継続）費の支出について（７月分）
588,875

建設局 公園管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用花博記念公園鶴見緑地内警備業務委託（その２）長期継続費の支出について（６・７月分）
5,972,750

建設局 公園管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 公園維持管理用　自動体外式除細動器（AED）長期借入経費の支出について　7月分
41,076

建設局 公園管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料施設使用料の還付金の支出について（過年度　みおつくしスポーツネット分）
3,000

建設局 公園管理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園管理用　低食塩次亜塩素酸ナトリウム概算購入経費の支出について　第2回中間払い
18,112

建設局 公園管理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　堆肥－１　外7点買入経費の支出について
1,664,250

建設局 公園管理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　五条公園公園灯設備修繕（緊急）経費の支出について
77,910

建設局 公園管理課 平成25年08月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　南部方面公園事務所管内一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第１回）
868,350

建設局 公園管理課 平成25年08月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　東部方面公園事務所管内小公園一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第１回）
4,931,850

建設局 公園管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 公園事業用　市内出張交通費等の支出について（７月分）
1,920

建設局 公園管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 公園管理用自動車損害賠償責任保険加入(９月分)に伴う自賠責保険料(特殊車両３台分)の支出について
34,320

建設局 公園管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用浦江庭球場外７施設管理運営補助業務委託費の支出について（７月分）
444,759

建設局 公園管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用花博記念公園鶴見緑地有料施設清掃業務委託（長期継続）費の支出について（７月分）
425,891

建設局 公園管理課 平成25年08月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　其他委員等旅費 公園事業用　市内出張交通費等の支出について（７月分）
2,200

建設局 公園管理課 平成25年08月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費等の支出について（７月分）
90,414

建設局 公園管理課 平成25年08月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　天王寺動物園アイファー舎（爬虫類館）チラ－ユニット修繕（緊急）経費の支出について
193,200

建設局 公園管理課 平成25年08月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用西部方面公園事務所管内一円公園清掃業務委託費の支出について（第１四半期分）
5,144,429

建設局 公園管理課 平成25年08月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　天王寺動植物公園事務所管内産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第１回）
1,682,100

建設局 公園管理課 平成25年08月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用北部方面公園事務所管内一円公園除草業務委託費の支出について（第１四半期分）
6,063,634

建設局 公園管理課 平成25年08月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用天王寺動植物公園事務所管内一円公園除草業務委託費の支出について（第１四半期分）
2,383,979

建設局 公園管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　庁舎情報ネットワークにおける通信サービス料の支出について（７月分）
61,236

建設局 公園管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　消耗品費 　動物園展示用　海水（上半期分）概算購入経費の支出について　7月分
50,400

建設局 公園管理課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ヘラ付きピンセット（直）　外10点買入経費の支出について
88,200

建設局 公園管理課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 公園緑化事務用後納郵便（７月分）の支出について
12,280
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建設局 調整課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報償費　報償金 公園事業用　第８回大阪市緑の基本計画改定検討会議にかかる報償金の支出について
80,025

建設局 調整課 平成25年08月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　十八条東公園改修工事に伴う設計業務委託の委託費の支出について
1,095,150

建設局 調整課 平成25年08月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　桜之宮公園改修工事に伴う設計業務委託の委託費の支出について
837,900

建設局 調整課 平成25年08月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　今津南公園防球柵改修工事に伴う設計業務委託の委託費の支出について
778,050

建設局 調整課 平成25年08月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　分担金 公園事業用　大都市都市公園機能実態共同調査（第８次）平成２５年度分担金の支出について
2,500,000

建設局 調整課 平成25年08月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 旅費　普通旅費 公園事業用　平成25年度第37回造園夏期大学の参加に伴う出張及び旅費の支出について
36,920

建設局 調整課 平成25年08月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 負担金、補助及交付金　会費 公園事業用　平成25年度第37回造園夏期大学会費の支出について
23,000

建設局 調整課 平成25年08月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　西成公園改修工事に伴う設計業務委託の委託費の支出について
2,382,450

建設局 調整課 平成25年08月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　中島公園庭球場改修その他工事に伴う設計業務委託の委託費の支出について
193,689

建設局 調整課 平成25年08月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平野公園改修工事に伴う設計業務委託の委託費の支出について
1,548,750

建設局 調整課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　中島公園庭球場改修その他工事に伴う設計業務委託の委託費の支出について
895,161

建設局 協働課 平成25年08月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　南部方面管内公園樹維持工事－２の工事費の支出（完成払い）について
4,379,550

建設局 協働課 平成25年08月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　北部方面管内街路樹維持工事－１－４の工事費の支出（完成払い）について
5,761,350

建設局 協働課 平成25年08月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　北部方面管内公園樹維持工事－１の工事費の支出（完成払い）について
3,403,050

建設局 協働課 平成25年08月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　南部方面管内街路樹維持工事－１－４の工事費の支出（完成払い）について
6,342,000

建設局 協働課 平成25年08月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　南部方面管内公園樹維持工事－１の工事費の支出（完成払い）について
5,308,800

建設局 協働課 平成25年08月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　北部方面管内街路樹維持工事－４－４の工事費の支出（完成払い）について
3,755,850

建設局 協働課 平成25年08月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　北部方面管内街路樹維持工事－２－４の工事費の支出（完成払い）について
4,888,800

建設局 協働課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　北部方面管内公園樹維持工事－４の工事費の支出（完成払い）について
2,584,050

建設局 協働課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　天王寺動植物公園管内街路樹維持工事－４の工事費の支出（完成払い）について
11,536,350

建設局 協働課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　天王寺動植物公園管内公園樹維持工事の工事費の支出（完成払い）について
7,578,900

建設局 協働課 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　南部方面管内街路樹維持工事－２－４の工事費の支出（完成払い）について
5,009,550

建設局 協働課 平成25年08月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　西部方面管内公園樹維持工事－１の工事費の支出（完成払い）について
4,608,450

建設局 協働課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　北部方面管内街路樹維持工事－１の前払金の支出について
22,050,000

建設局 協働課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　北部方面管内街路樹維持工事－１の前払金の支出について
1,950,000

建設局 協働課 平成25年08月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　北部方面管内街路樹維持工事－３－４の工事費の支出（完成払い）について
7,779,450

建設局 協働課 平成25年08月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　西部方面管内街路樹維持工事－１－４の工事費の支出（完成払い）について
6,663,300

建設局 協働課 平成25年08月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　大都市都市公園機能実態共同調査⑤「パークマネジメントプラン」に関する調査研究検討会第１回開催への出張に伴う旅費の支出について
28,500

建設局 協働課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 公園事業用　保存樹、保存樹林等補助金の支出について（保－１）
100,000

建設局 東部方面公園事務所 平成25年08月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 公園管理用巽公園ガス使用料の支出について（6月分）
2,100

建設局 東部方面公園事務所 平成25年08月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
52,903

建設局 東部方面公園事務所 平成25年08月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
500

建設局 東部方面公園事務所 平成25年08月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
500

建設局 東部方面公園事務所 平成25年08月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
4,667

建設局 東部方面公園事務所 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分／真田山公園事務所）
21,444

建設局 東部方面公園事務所 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分／真田山公園事務所）
22,890

建設局 東部方面公園事務所 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 連絡調整用市内出張交通費の支出について（６月分）/真田山公園事務所
7,780

建設局 東部方面公園事務所 平成25年08月15日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料施設使用料（平成２５年３月１９日収入分）寺田町野球場の雨天未使用に伴う還付について
3,000

建設局 東部方面公園事務所 平成25年08月15日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料施設使用料（平成２５年３月１９日収入分）寺田町野球場の雨天未使用に伴う還付について
3,000

建設局 東部方面公園事務所 平成25年08月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道代（平成２５年７月分）の支出について
4,891

建設局 東部方面公園事務所 平成25年08月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道代（平成２５年７月分）の支出について
2,784

建設局 東部方面公園事務所 平成25年08月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（７月分）／東部方面公園事務所
12,857

建設局 東部方面公園事務所 平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 公園管理用巽公園ガス使用料の支出について（７月分）
2,100

建設局 西部方面公園事務所 平成25年08月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）/西部方面公園事務所
30,830

建設局 西部方面公園事務所 平成25年08月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（6月分）/西部方面公園事務所
10,500

建設局 西部方面公園事務所 平成25年08月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分その１）／港･大正公園事務所
19,000

建設局 西部方面公園事務所 平成25年08月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分その１）／港･大正公園事務所
14,868

建設局 西部方面公園事務所 平成25年08月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分その１）／港･大正公園事務所
2,280
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建設局 西部方面公園事務所 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（７月分）西部方面公園事務所
9,420

建設局 西部方面公園事務所 平成25年08月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（７月分）／港・大正公園事務所
4,560

建設局 南部方面公園事務所 平成25年08月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
27,878

建設局 南部方面公園事務所 平成25年08月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
6,300

建設局 南部方面公園事務所 平成25年08月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
4,610

建設局 南部方面公園事務所 平成25年08月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
2,200

建設局 南部方面公園事務所 平成25年08月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
16,400

建設局 南部方面公園事務所 平成25年08月09日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 南部方面公園事務所所管有料施設浅香中央運動場使用料、天候不良による還付について(平成２４年度収入分)
3,000

建設局 南部方面公園事務所 平成25年08月09日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 南部方面公園事務所所管有料施設浅香中央運動場使用料、天候不良による還付について(平成２４年度収入分)
21,000

建設局 南部方面公園事務所 平成25年08月09日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 南部方面公園事務所所管有料施設浅香中央運動場使用料、天候不良による還付について(平成２４年度収入分)
21,000

建設局 南部方面公園事務所 平成25年08月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（６月分）/南部方面公園事務所
7,690

建設局 南部方面公園事務所 平成25年08月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 南部方面公園事務所所管有料施設山之内西庭球場使用料、天候不良による還付について(平成24年度収入分)
2,400

建設局 北部方面公園事務所 平成25年08月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分　その２）
160

建設局 北部方面公園事務所 平成25年08月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分　その２）
1,232

建設局 北部方面公園事務所 平成25年08月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分　その２）
19,950

建設局 北部方面公園事務所 平成25年08月06日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 城北菖蒲園入場料金徴収業務委託にかかる支出について
911,260

建設局 北部方面公園事務所 平成25年08月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）／城北公園事務所
33,752

建設局 北部方面公園事務所 平成25年08月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）／城北公園事務所
200

建設局 北部方面公園事務所 平成25年08月09日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　北部方面公園事務所矢倉緑地　上水使用料の支出について（６月分）
9,997

建設局 北部方面公園事務所 平成25年08月09日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 城北公園内警備業務委託にかかる支出について
3,042,900

建設局 北部方面公園事務所 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
40,499

建設局 北部方面公園事務所 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
8,400

建設局 北部方面公園事務所 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
700

建設局 北部方面公園事務所 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
160

建設局 北部方面公園事務所 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
520

建設局 北部方面公園事務所 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
100

建設局 北部方面公園事務所 平成25年08月13日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 桜之宮野球場使用料還付金の支出について（過年度分）
3,000

建設局 北部方面公園事務所 平成25年08月15日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　城北公園事務所電話使用料（６月分）の支出について
19,578

建設局 北部方面公園事務所 平成25年08月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費等の支出について（６月分）/十三公園事務所
6,280

建設局 北部方面公園事務所 平成25年08月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北菖蒲園下水道使用料の支出について（７月分）
9,455,403

建設局 北部方面公園事務所 平成25年08月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業費　市内出張交通費等の支出について（７月分）　北部方面公園事務所
16,312

建設局 花博記念公園事務所 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）花博記念公園事務所
11,523

建設局 花博記念公園事務所 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）花博記念公園事務所
4,000

建設局 花博記念公園事務所 平成25年08月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　上下水道使用料の支出について（７月分）
5,963,109

建設局 花博記念公園事務所 平成25年08月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　上下水道使用料の支出について（７月分）
2,293,535

建設局 花博記念公園事務所 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 鶴見緑地公園管理用市内出張交通費等の支出について(7月分)/花博記念公園事務所
3,860

建設局 花博記念公園事務所 平成25年08月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　工業用水道使用料の支出について（８月分）
1,695,566

建設局 花博記念公園事務所 平成25年08月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　下水道使用料の支出について（７月分）
5,791,524

建設局 花博記念公園事務所 平成25年08月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 鶴見緑地公園管理用　ＬＰガス使用料の支出について（７月分）
9,677

建設局 花博記念公園事務所 平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 鶴見緑地公園管理用　守口市下水道使用料の支出について（７月分）
545,712

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その３）経費の支出について（中間金4月1日～7月13日）
8,148,000

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 動物園事業用　ユーカリ栽培委託先事業者（鹿児島県）の管理・監督にかかるレンタカー借上げ経費の支出について
14,700

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 動物園事業用　ユーカリ栽培委託先事業者（沖縄県）の管理・監督にかかるレンタカー借上げ経費の支出について
14,700

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 職員衛生管理用　第一種衛生管理者免許試験にかかる出張旅費の支出について
2,900

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月15日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動物園管理用　天王寺動物園内臨床検査業務委託料に係る支出について（４月分）
74,655

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）冷凍マウス概算１９，０００匹ほか４点購入経費の支出について（７月分）
211,575

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ミミズ概算１６０ｋｇ購入経費の支出について（７月分）
117,652

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）アジ概算１３，０００ｋｇほか１点購入経費の支出について（７月分）
653,625
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建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）牛レバー概算８００ｋｇほか５点購入経費の支出について（７月分）
983,787

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鶏肉概算８，２００ｋｇほか１点購入経費の支出について（７月分）
293,665

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）青草概算１８，０００ｋｇほか２点購入経費の支出について（７月分）
1,309,255

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鶏卵概算１００ｋｇほか１点購入経費の支出について（７月分）
9,345

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（６月分）／天王寺動植物公園事務所
22,037

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ミールウォーム概算７０箱ほか１点購入経費の支出について（７月分）
59,955

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）愛玩家禽用配合飼料概算１，０００ｋｇほか３点購入経費の支出について（７月分）
34,387

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）活マウス概算２００匹ほか１点購入経費の支出について（７月分）
32,340

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）フタツボシコオロギ１・２齢概算５２，０００匹ほか１点購入経費の支出について（７月分）
49,560

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）キャットフード概算２０ｋｇ購入経費の支出について
5,460

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）コイ概算２８０ｋｇ購入経費の支出について（７月分）
88,263

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ドジョウ概算１，１００ｋｇ購入経費の支出について（７月分）
447,982

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）冷凍カワエビ概算１２０ｋｇ購入経費の支出について（７月分）
24,150

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動物園管理用　天王寺動物園内臨床検査業務委託料に係る支出について（５月分）
78,330

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動植物公園事業用　天王寺公園・動物園券売機保守業務委託の支出について（７月分）
88,200

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動植物公園管理用　天王寺動植物公園内定期内清掃業務委託の支出について（７月分）
62,737

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 天王寺動植物公園入園者管理用　券売機借入（再リース）の支出について（７月分）
265,702

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）白菜概算７，０００ｋｇほか７点購入経費の支出について（７月分）
385,896

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）プルーン概算２５ｋｇほか１点購入経費の支出について（７月分）
4,410

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）オレンジ概算６００ｋｇほか８点購入経費の支出について（７月分）
65,047

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　超低温冷凍庫（ディープフリーザー）長期借入の支出について（７月分）
22,575

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　自動血球計数装置長期借入の支出について（７月分）
24,045

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　レントゲン装置長期借入の支出について（７月分）
49,350

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　血液分析装置長期借入の支出について（７月分）
45,570

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）パンの耳概算１，４００ｋｇ購入経費の支出について（７月分）
24,607

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 委託料　委託料 動植物公園管理用　天王寺公園及び天王寺動物園ごみ等の収集運搬業務委託（概算契約）の支出について（７月分）
218,047

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その２）経費の支出について（4月1日～7月31日分）
2,215,500

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託経費の支出について（4月1日～7月31日分）
3,958,500

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その４）経費の支出について（4月1日～7月31日分）
3,276,000

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その５）経費の支出について（4月1日～7月31日分）
6,216,000

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ枝の整枝業務委託経費の支出について（6月・7月分）
319,725

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その６）経費の支出について（4月1日～7月31日分）
840,000

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）リンゴ概算５，８００ｋｇほか３点購入経費の支出について（７月分）
267,723

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 負担金、補助及交付金　会費 動植物公園事業用　第３回生物多様性委員会ホッキョクグマ計画推進会議出席に係る会費の支出について
5,000

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）脱脂粉乳概算５０ｋｇほか１点購入経費の支出について（７月分）
2,772

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鳥用ペレット概算４００ｋｇほか８点購入経費の支出について（７月分）
233,100

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）オキアミ概算２，５００ｋｇ購入経費の支出について（７月分）
354,375

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）タマネギ概算６０ｋｇほか６点購入経費の支出について（７月分）
490,465

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　通信運搬費 動物園管理用　業務用連絡切手購入経費の支出について
26,000

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 役務費　通信運搬費 動植物公園管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける通信サービス料金（平成２５年７月分）の支出について
6,804

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 負担金、補助及交付金　会費 動物園事業用　公益社団法人日本動物園水族館協会平成２５年度近畿ブロック事務主任者会議出席にかかる会費の支出について
2,000

建設局
天王寺動植物公園事務
所

平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 負担金、補助及交付金　会費 動植物公園事業用　公益社団法人日本動物園水族館協会平成２５年度第１回近畿ブロック園館長会議出席に係る会費の支出について
3,000

港湾局 財産活用担当 平成25年08月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 臨管－２０　小型貨物自動車追加修繕にかかる経費の支出について(土地売却用)
6,709

港湾局 財産活用担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用電気料金の支出について（7月分）臨管－２６
7,697

港湾局 財産活用担当 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 財産活用担当事務用　水性サインペン外３０点買入にかかる経費の支出について
24,715

港湾局 財産活用担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用水道料金の支出について（7月分）臨管－２９
577

港湾局 財産活用担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用水道料金の支出について（7月分）臨管－２９
997

港湾局 財産活用担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 測量業務用　ＡＴＣ地下１階部分の賃貸借料の支出について（９月分）
1,128
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港湾局 財産活用担当 平成25年08月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 財産活用担当事務用　市内出張旅費（７月分）の支出について
2,880

港湾局 財産活用担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 測量業務用トナー回収ボトル外６点の購入にかかる経費の支出について
39,060

港湾局 財産活用担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 測量業務(財産整理)システム機器借入にかかる経費の支出について(財産活用事務用)７月分
5,688

港湾局 開発調整担当 平成25年08月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 築港赤レンガ倉庫維持管理用　電気料金の支出について(7月分)
15,238

港湾局 開発調整担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張旅費（７月分）の支出について（職員出張用）
3,310

港湾局 計画担当 平成25年08月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　国土交通省港湾局への出張旅費への支出について（７／２２　東京都千代田区）
86,460

港湾局 計画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 報酬　其他委員等報酬 港湾長期計画用　「大阪市港湾審議会委員公募」に係る選考委員会にかかる委員報酬の支出について
32,010

港湾局 計画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　印刷製本費 平成２５年度　大阪市港湾審議会用　大阪港港湾計画図・位置図作製経費の支出について
195,300

港湾局 計画担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　横浜市港湾局への出張旅費の支出について（７／１７　神奈川県横浜市）
55,720

港湾局 計画担当 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　東京都港湾局ほかへの出張旅費の支出について（７／２５　東京都新宿区ほか）
57,320

港湾局 計画担当 平成25年08月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　国土交通省港湾局への出張旅費の支出について（７／３１　東京都千代田区）
28,820

港湾局 計画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 旅費　普通旅費 計画担当業務用　近接地及び市内出張旅費の支出について（平成２５年度７月分）
1,920

港湾局 計画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 港湾調査用　港湾統計調査データ出力システム用機器長期借入（その２）（平成２５年７月分）に係る経費の支出について
34,650

港湾局 計画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 計画担当業務用　近接地及び市内出張旅費の支出について（平成２５年度７月分）
21,420

港湾局 計画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　ロイヤルパークホテルほかへの出張旅費の支出について（８／１　東京都中央区ほか）
58,280

港湾局 計画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　印刷製本費 平成２５年度　大阪市港湾審議会用　大阪港港湾計画書・計画資料作製経費の支出について
68,775

港湾局 計画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 港湾調査用　港湾統計調査データ作成処理業務委託　長期継続（平成２５年７月分）に係る経費の支出について
1,218,000

港湾局 計画担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 平成２５年度　国直轄港湾整備事業に係る港湾管理者負担金の支出について（第一次納付）
50,000,000

港湾局 計画担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 平成２５年度　国直轄港湾整備事業に係る港湾管理者負担金の支出について（第一次納付）
4,050,000

港湾局 計画担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 平成２５年度　国直轄港湾整備事業に係る港湾管理者負担金の支出について（第一次納付）
188,700,000

港湾局 計画担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 平成２５年度　国直轄港湾整備事業に係る港湾管理者負担金の支出について（第一次納付）
39,000,000

港湾局 計画担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 平成２５年度　国直轄港湾整備事業に係る港湾管理者負担金の支出について（第一次納付）
518,100,000

港湾局 保全監理担当 平成25年08月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 保全監理担当　業務用　陽画焼付（６月分）経費の支出について
3,360

港湾局 保全監理担当 平成25年08月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 港湾工事用　シャープペンシル外２４点の購入経費の支出について
27,657

港湾局 保全監理担当 平成25年08月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 建築業務用　陽画焼付等（第１四半期）請負（単価契約）６月分［建築担当］の経費の支出について
3,927

港湾局 保全監理担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 保全監理担当（建築）業務用　消防設備技術危険物要覧追録全１点買入にかかる経費の支出について
13,150

港湾局 保全監理担当 平成25年08月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 なにわ５００り２８９７緊急修繕の実施および同経費の支出について（港湾工事用車輌）
83,370

港湾局 保全監理担当 平成25年08月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 建築業務用　地下鉄回数カードの購入に係る支出について
18,000

港湾局 保全監理担当 平成25年08月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 保全監理担当用（工事管理用）、市内出張旅費の支出について（７月分）
8,280

港湾局 保全監理担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 なにわ５００ぬ２０２０緊急修繕の実施および同経費の支出について（港湾工事用車輌）
26,145

港湾局 環境整備担当 平成25年08月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 北港処分地管理運営用　ユスリカ防除業務委託の実施及び同経費の支出について
315,000

港湾局 設備担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　船車修繕料 普通貨物自動車定期点検追加修繕にかかる経費の支出について（自動車維持管理用）
5,145

港湾局 設備担当 平成25年08月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 陽画焼付等（第１四半期）請負（単価契約）6月分〔電気担当〕の支出について　電気設備設計用
6,350

港湾局 設備担当 平成25年08月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 バッテリー外１点の買入にかかる経費の支出について　船舶修繕用
60,900

港湾局 設備担当 平成25年08月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 バッテリー外１点の買入にかかる経費の支出について　船舶修繕用
2,268

港湾局 設備担当 平成25年08月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 旅費　普通旅費 管外出張用　大阪港防潮扉集中監視装置機器改良更新工事工場検査の出張旅費の支出について(設電-1)
73,040

港湾局 設備担当 平成25年08月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　建物修繕料 窓ガラス取替にかかる経費の支出について　工場施設維持管理用
22,596

港湾局 設備担当 平成25年08月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 (直営電気-11)ｼｰﾙﾄﾞﾋﾞｰﾑ球外5点の購入経費の支出について 直営工事用
330,960

港湾局 設備担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 トグルスイッチ外４点買入にかかる経費の支出について　直営施工用
5,985

港湾局 設備担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 トグルスイッチ外４点買入にかかる経費の支出について　直営施工用
4,095

港湾局 設備担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 トグルスイッチ外４点買入にかかる経費の支出について　直営施工用
3,255

港湾局 設備担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 オイルシール外９点買入にかかる経費の支出について　直営施工用
19,782

港湾局 設備担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 トグルスイッチ外４点買入にかかる経費の支出について　直営施工用
4,095

港湾局 設備担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 トグルスイッチ外４点買入にかかる経費の支出について　直営施工用
8,820

港湾局 設備担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 鶴町基地一般廃棄物収集運搬業務委託の支出について　港湾局業務用
378,000

港湾局 設備担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 高所作業車借上げ（その２）にかかる経費の支出について　直営施工用
9,082

港湾局 設備担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 トグルスイッチ外４点買入にかかる経費の支出について　直営施工用
1,291

港湾局 設備担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 オイルシール外９点買入にかかる経費の支出について　直営施工用
125,380
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港湾局 設備担当 平成25年08月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 リミットスイッチ買入にかかる経費の支出について　直営施工用
99,120

港湾局 設備担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 シリンダブロックＯＨキット外２０点買入にかかる経費の支出について　船舶修繕用
378,652

港湾局 設備担当 平成25年08月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 シリンダブロックＯＨキット外２０点買入にかかる経費の支出について　船舶修繕用
12,096

港湾局 設備担当 平成25年08月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 請第3470号 電球及び安定器等買入(単価契約)6･7月分の支出について 電気設備維持管理用
3,516,466

港湾局 設備担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 洗浄油スプレー外３点（その２）買入にかかる経費の支出について　直営工事用
25,200

港湾局 設備担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 木工用ドリルビット外３６点買入にかかる経費の支出について　船舶修繕用
22,417

港湾局 設備担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 木工用ドリルビット外３６点買入にかかる経費の支出について　船舶修繕用
14,112

港湾局 設備担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 洗浄油スプレー外３点（その２）買入にかかる経費の支出について　直営工事用
25,200

港湾局 設備担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 木工用ドリルビット外３６点買入にかかる経費の支出について　船舶修繕用
2,155

港湾局 設備担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 洗浄油スプレー外３点（その２）買入にかかる経費の支出について　直営工事用
14,700

港湾局 設備担当 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 木工用ドリルビット外３６点買入にかかる経費の支出について　船舶修繕用
14,731

港湾局 設備担当 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 木工用ドリルビット外３６点買入にかかる経費の支出について　船舶修繕用
11,792

港湾局 設備担当 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 洗浄油スプレー外３点（その２）買入にかかる経費の支出について　直営工事用
50,400

港湾局 設備担当 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 小型乗用自動車緊急修繕にかかる経費の支出について　自動車維持管理用
31,857

港湾局 設備担当 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 洗浄油スプレー外３点（その２）買入にかかる経費の支出について　直営工事用
47,565

港湾局 設備担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 ギヤケースＯＨキット外７点買入にかかる経費の支出について　船舶修繕用
27,896

港湾局 設備担当 平成25年08月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 (電事-1)ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ(港湾局)買入(単価契約) 7月分の支出について 鶴町電気事務所管理用
5,733

港湾局 設備担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　船車修繕料 平成25年度 請第3002号 設備担当（機械）自動車法定点検整備業務委託（その１）経費の支出について（自動車維持管理用）
5,734

港湾局 設備担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　手数料 ４７Ｃ－１２　自動車検査登録印紙買入経費の支出について（自動車維持管理用）
1,100

港湾局 設備担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　損害保険料 自動車維持管理用　自動車損害賠償責任保険料（なにわ４００さ４６２７）の支出について
17,270

港湾局 設備担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 公課費　公課費 ４７Ｃ－１１　自動車重量税印紙買入経費の支出について（自動車維持管理用）
25,000

港湾局 設備担当 平成25年08月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 平成25年度 請第3002号 設備担当（機械）自動車法定点検整備業務委託（その１）経費の支出について（自動車維持管理用）
97,775

港湾局 設備担当 平成25年08月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 平成25年度 請第3002号 設備担当（機械）自動車法定点検整備業務委託（その１）経費の支出について（自動車維持管理用）
5,734

港湾局 設備担当 平成25年08月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 平成25年度 請第3002号 設備担当（機械）自動車法定点検整備業務委託（その１）経費の支出について（自動車維持管理用）
2,500

港湾局 設備担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ゴム製防振継手外１３点買入にかかる経費の支出について　直営工事用
4,011

港湾局 設備担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 ゴム製防振継手外１３点買入にかかる経費の支出について　直営工事用
11,266

港湾局 設備担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 ゴム製防振継手外１３点買入にかかる経費の支出について　直営工事用
23,730

港湾局 設備担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 救命ボックス用ステッカーＡ外６点買入にかかる経費の支出について　直営工事用
3,150

港湾局 設備担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 ゴム製防振継手外１３点買入にかかる経費の支出について　直営工事用
47,859

港湾局 設備担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ゴム製防振継手外１３点買入にかかる経費の支出について　直営工事用
63,588

港湾局 設備担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 旅費　特別旅費 管外出張用　大阪港防潮扉集中監視装置機器改良更新工事工場検査の出張旅費の支出について（設電-3）
122,680

港湾局 設備担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 救命ボックス用ステッカーＡ外６点買入にかかる経費の支出について　直営工事用
78,750

港湾局 設備担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 フランジユニット外１０点買入にかかる経費の支出について　直営施工用
1,438

港湾局 設備担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 フランジユニット外１０点買入にかかる経費の支出について　直営施工用
26,722

港湾局 設備担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 フランジユニット外１０点買入にかかる経費の支出について　直営施工用
132,038

港湾局 設備担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 フランジユニット外１０点買入にかかる経費の支出について　直営施工用
11,529

港湾局 設備担当 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 フランジユニット外１０点買入にかかる経費の支出について　直営施工用
20,118

港湾局 設備担当 平成25年08月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 フォークリフト法定点検整備業務にかかる経費の支出について　直営施工用
130,315

港湾局 設備担当 平成25年08月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 ４７Ａ－８　なみはや大橋通行券外１点買入れ（その２）経費の支出について　機械担当業務用
151,740

港湾局 設備担当 平成25年08月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　庁用器具費 ４７Ａ－９　物置買入にかかる経費の支出について　機械担当業務用
127,050

港湾局 設備担当 平成25年08月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　機械器具費 ４７Ａ－１３　充電器買入にかかる経費の支出について　機械担当業務用
99,750

港湾局 設備担当 平成25年08月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 旅費　普通旅費 管外出張用　大阪港防潮扉集中監視装置機器改良更新工事工場検査の出張旅費の支出について（設電-4）
60,920

港湾局 設備担当 平成25年08月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 工事請負費　新規工事費 集中監視設備用　請第3550号　大阪港防潮扉集中監視装置機器改良更新工事の経費の支出について（工事前払金）
290,920,000

港湾局 設備担当 平成25年08月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ａ－１１　コーキング剤外１点買入にかかる経費の支出について　庁舎維持管理用
8,834

港湾局 設備担当 平成25年08月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ａ－１０　防水塗料外１点買入にかかる経費の支出について　庁舎維持管理用
29,447

港湾局 設備担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 ノンアスベストシートパッキン外２点買入にかかる経費の支出について　船舶修繕用
111,825

港湾局 設備担当 平成25年08月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 ノンアスベストシートパッキン外２点買入にかかる経費の支出について　船舶修繕用
111,825

港湾局 設備担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 蝶形ナット外２５点買入にかかる経費の支出について　船舶修繕用
51,212
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港湾局 設備担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 パッキンセット外７点買入にかかる経費の支出について　船舶修繕用
66,528

港湾局 設備担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 蝶形ナット外２５点買入にかかる経費の支出について　船舶修繕用
53,035

港湾局 設備担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　建物修繕料 ４７Ｅ－１　咲洲北地区雨水ポンプ場監視制御室空調機緊急修繕経費の支出について（施設維持管理用）
134,400

港湾局 設備担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　船車修繕料 普通貨物自動車修繕にかかる経費の支出について（自動車維持管理用）
31,500

港湾局 設備担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 工業用ガス（７月分）にかかる経費の支出について　直営施工用
29,673

港湾局 設備担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 蝶形ナット外２５点買入にかかる経費の支出について　船舶修繕用
74,124

港湾局 設備担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　船車修繕料 豊津丸燃料噴射ポンプ修繕にかかる経費の支出について　船舶修繕用
245,137

港湾局 設備担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 蝶形ナット外２５点買入にかかる経費の支出について　船舶修繕用
5,565

港湾局 設備担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 パッキンセット外７点買入にかかる経費の支出について　船舶修繕用
35,418

港湾局 設備担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 免税軽油（７月分）にかかる経費の支出について　直営施工用
27,300

港湾局 設備担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 陽画焼付等（第2四半期）請負（単価契約）7月分〔電気担当〕の支出について　電気設備設計用
43,688

港湾局 設備担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 普通特種自動車緊急修繕（その２）にかかる経費の支出について　自動車維持管理用
33,379

港湾局 設備担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 発電機借入（その２）にかかる経費の支出について　夢舞大橋点検用
9,135

港湾局 施設管理担当 平成25年08月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０１－１号　一液高耐候性形水性ウレタン樹脂塗料の購入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
81,060

港湾局 施設管理担当 平成25年08月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険料の支出について（公用車維持管理用）
11,440

港湾局 施設管理担当 平成25年08月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 再生クラッシャラン・鉄鋼スラグ（６月分）の購入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
63,000

港湾局 施設管理担当 平成25年08月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 施設ー車　普通特種自動車緊急修繕（その２）の実施にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
163,847

港湾局 施設管理担当 平成25年08月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 道路維持補修用　直９０５-１号　クリアランスシール買入にかかる経費の支出について
15,960

港湾局 施設管理担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 工事請負費　改修工事費 道路管理用　請６０００号　港湾局管内街路樹維持工事に関する経費の支出について（前払金）
13,380,000

港湾局 施設管理担当 平成25年08月07日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（７月分）の支出について
1,890

港湾局 施設管理担当 平成25年08月07日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 緑地維持管理用　請６０５７号　臨港緑地駐車場管理業務委託（６月分）の支出について
270,000

港湾局 施設管理担当 平成25年08月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 アスファルト混合物（６月分）の購入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
699,510

港湾局 施設管理担当 平成25年08月08日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　コスモスクエア海浜緑地等電気料金（７月分）の支出について
664,051

港湾局 施設管理担当 平成25年08月08日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設電気料金（７月分）の支出について
880,315

港湾局 施設管理担当 平成25年08月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 ペデストリアンデッキ・歩道橋等維持管理用　ぺデストリアンデッキ電気料金７月分の支出について
793,968

港湾局 施設管理担当 平成25年08月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 建設機械（重機関係）借入（６月分）の実施にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
213,150

港湾局 施設管理担当 平成25年08月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 建設機械（車両関係）借入（６月分）の実施にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
118,965

港湾局 施設管理担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（７月分）の支出について
690,527

港湾局 施設管理担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 臨港道路等維持管理用　咲洲及び舞洲域内等警備業務委託料（５・６月分）の支出について
6,360,000

港湾局 施設管理担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 臨港道路等維持管理用　咲洲及び舞洲域内等警備業務委託料（５・６月分）の支出について
1,300,000

港湾局 施設管理担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 臨港道路維持管理用　道路維持（不法投棄物収集運搬処分等）業務委託（４月～６月分）の経費の支出について
1,046,850

港湾局 施設管理担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 臨港道路維持管理用　道路維持（不法投棄物収集運搬処分等）業務委託（４月～６月分）の経費の支出について
1,005,900

港湾局 施設管理担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金
臨港道路維持管理用　平成２５年度分通行料改定に伴う有料臨港道路（大阪港咲洲トンネル）通行回数券の交換又は払戻に関する支出事務委託経費（８月分）の支出に
ついて 30,000

港湾局 施設管理担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請６０６５号　緑地管理事務所清掃業務委託料（６月分）の支出について（事務所等管理用）
70,000

港湾局 施設管理担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営工事用　チェーンソー外２点買入にかかる経費の支出について
269,745

港湾局 施設管理担当 平成25年08月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０５－１号　アスファルト乳剤の購入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
84,000

港湾局 施設管理担当 平成25年08月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 施設ー車　大型後部反射器の購入にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
7,560

港湾局 施設管理担当 平成25年08月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（６月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
179,357

港湾局 施設管理担当 平成25年08月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（６月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
10,184

港湾局 施設管理担当 平成25年08月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 ペデストリアンデッキ・歩道橋等維持管理用　平成25年度請第9613号咲洲ペデストリアンデッキ昇降機保守点検業務委託料（その１）（４月～６月分）の支出について
1,270,000

港湾局 施設管理担当 平成25年08月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 軽油（６月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
12,847

港湾局 施設管理担当 平成25年08月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 市内・近接地出張交通費の支出について（平成２５年度６月分）施設管理担当用
8,100

港湾局 施設管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　鶴浜緑地運動場分上下水道料金（７月分）の支出について
1,025

港湾局 施設管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　鶴浜緑地運動場分上下水道料金（７月分）の支出について
1,710

港湾局 施設管理担当 平成25年08月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０５－１号　貼付式路面標示材（加熱溶融接着タイプ）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
45,360

港湾局 施設管理担当 平成25年08月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 道路維持管理用　請第９６００号臨港道路小規模維持修繕工事の前金払いの支出について
34,680,000

港湾局 施設管理担当 平成25年08月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 公課費　公課費 重量税の納付に伴う印紙の購入及び同経費の支出について（公用車維持管理用）
20,500

港湾局 施設管理担当 平成25年08月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直９０１－２号　目地シーリング材外１点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
238,140
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港湾局 施設管理担当 平成25年08月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直９０１－２号　ロータリハンマードリル用カッタの買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
9,187

港湾局 施設管理担当 平成25年08月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９１０号　万力外６点の購入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
73,374

港湾局 施設管理担当 平成25年08月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ用バッテリーの買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用）
9,702

港湾局 施設管理担当 平成25年08月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 施設ー車　タイヤ及びバルブ交換（２）の実施にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
11,718

港湾局 施設管理担当 平成25年08月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 直営工事用　請６３１２号　緑地管理担当自動車法定点検整備業務委託（その１）の実施及び同経費の支出について
36,139

港湾局 施設管理担当 平成25年08月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 施設ー車　大型特殊用タイヤ交換の実施にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
35,175

港湾局 施設管理担当 平成25年08月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 全自動洗濯機の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用）
103,950

港湾局 施設管理担当 平成25年08月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 全自動洗濯機の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用）
12,600

港湾局 施設管理担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張交通費の支出について（平成２５年７月分）緑地維持管理用
880

港湾局 施設管理担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 車検検査手数料の支払に伴う印紙の購入にかかる経費の支出について（公用車維持管理用）
1,100

港湾局 施設管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設上下水道料金（７月分）の支出について
29,060

港湾局 施設管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設上下水道料金（７月分）の支出について
10,719

港湾局 施設管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（７月分）の支出について
2,461,243

港湾局 施設管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（７月分）の支出について
643,534

港湾局 施設管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 職員輸送用　請６３０１号　職員輸送車借入の経費の支出について　７月分
36,540

港湾局 施設管理担当 平成25年08月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 ＬＰガス使用料（７月分）の支出について（事務所等管理用）
135,891

港湾局 施設管理担当 平成25年08月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険料の支出について（公用車維持管理用）
100,750

港湾局 施設管理担当 平成25年08月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請第９０００号　第二突堤基地庁舎清掃業務委託の実施にかかる経費の支出について（７月分）（事務所等管理用）
210,203

港湾局 施設管理担当 平成25年08月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直９０５－１号　海砂の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
52,920

港湾局 施設管理担当 平成25年08月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張交通費の支出について（平成２５年７月分）緑地維持管理用
2,410

港湾局 施設管理担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道等下水道料金（７月分）の支出について
109,718

港湾局 施設管理担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道、新夕陽ヶ丘、在来緑地等電気料金（７月分）の支出について
767,113

港湾局 施設管理担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 臨港道路維持管理用　道路施設電気料金（７月分）の支出について
6,292,645

港湾局 施設管理担当 平成25年08月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 道路維持補修用　直９０５-４号　ポリエステルロープ外１点買入にかかる経費の支出について
207,900

港湾局 施設管理担当 平成25年08月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 夢舞大橋維持管理用　夢舞大橋電気料金（７月分）の支出について
206,324

港湾局 施設管理担当 平成25年08月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 重量税の納付及び車検検査手数料の支払に伴う印紙の購入にかかる経費の支出について（公用車維持管理用）
3,300

港湾局 施設管理担当 平成25年08月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　機械器具費 道路維持補修用　直９０５-４号　デジタルハンド風向風速計買入にかかる経費の支出について
89,250

港湾局 施設管理担当 平成25年08月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 公課費　公課費 重量税の納付及び車検検査手数料の支払に伴う印紙の購入にかかる経費の支出について（公用車維持管理用）
86,100

港湾局 施設管理担当 平成25年08月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第9605号　軽貨物自動車長期継続借入金の支出について（7月分）　臨港道路維持管理用
75,495

港湾局 施設管理担当 平成25年08月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 臨港道路維持管理用　請９６３２号　道路管理システム用パソコン等機器一式長期借入経費（7月分）の支出について
16,275

港湾局 施設管理担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　中央突堤臨港緑地駐車場駐車券の購入経費の支出について
192,780

港湾局 振興担当 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 委託料　委託料 港まつり用　大阪湾クルーズ貸切船運航等業務委託の支出について
1,700,000

港湾局 振興担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 ポートセールス用　船社及び港運事業者等に対する大阪港利用促進活動にともなう東京出張旅費の支出について　振－１４
28,830

港湾局 振興担当 平成25年08月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　広告料 ポートセールス用　海運専門誌（2013年「海の日」記念特集号）への広告掲載業務委託に係る経費の支出について
42,000

港湾局 振興担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 港湾労働者施設管理用　南港コンテナふ頭トイレ他８か所清掃業務委託経費の支出について（７月分）
159,516

港湾局 振興担当 平成25年08月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 委託料　委託料 港湾労働者施設管理用　南港コンテナふ頭トイレ他８か所清掃業務委託経費の支出について（７月分）
39,186

港湾局 振興担当 平成25年08月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　特別旅費 ポートセールス業務用　中華人民共和国上海市におけるコンテナ・客船社寄港誘致に伴う海外出張旅費の支出について（平成25年9月3日（火）～6日（金）振（海外）１）
93,400

港湾局 振興担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　広告料 ポートセールス用　海運専門誌（Shipping guide海の日特集号）への広告掲載業務委託に係る経費の支出について
122,850

港湾局 工務担当 平成25年08月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システムネットワーク回線使用料(平成25年6月分)の支出について（港湾業務情報システム用）
402,938

港湾局 工務担当 平成25年08月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　請第1077号　港湾業務情報システム用パソコン等機器一式　長期借入（７月分）の経費の支出について
129,570

港湾局 工務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 観測システム用　平成２５年度　気象・海象観測通信機器契約の更新及び同賃料の支出について（９月分）
3,900

港湾局 防災保安担当 平成25年08月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 保安対策用　カード発行機のインクリボン外１点買入にかかる経費の支出について
630,000

港湾局 防災保安担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 防災施設管理用チェーンソー買入にかかる経費の支出について
49,980

港湾局 防災保安担当 平成25年08月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　オートテンショナー取替業務（なにわ３００め２２７７緊急修繕）にかかる経費の支出について
24,990

港湾局 防災保安担当 平成25年08月12日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 防災保安用　なみはや大橋普通１００回券の買入にかかる経費の支出について
81,600

港湾局 防災保安担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設維持管理用　常吉ポンプ場稼働状況通信回線料の支出について（平成２５年６月分）
2,628

港湾局 防災保安担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 防災施設管理用　ハチ用殺虫剤外１点の買入にかかる経費の支出について
27,961

港湾局 防災保安担当 平成25年08月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 請第９６９２号　大阪港ポートセキュリティカード発行機長期借入にかかる経費の支出について（７月分）　保安対策用
52,342
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港湾局 防災保安担当 平成25年08月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第９６８９号　軽貨物自動車の借入にかかる経費の支出について（７月分）　保安対策用
22,365

港湾局 防災保安担当 平成25年08月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 防災保安用　請第１８０４号　軽貨物自動車借入による支出について（７月分）
85,995

港湾局 防災保安担当 平成25年08月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 自動車保守・維持管理用　車両継続検査にかかる経費の支出について
1,100

港湾局 防災保安担当 平成25年08月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 自動車保守・維持管理用　自動車損害賠償責任保険の更新にかかる経費の支出について
27,840

港湾局 防災保安担当 平成25年08月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 海岸施設維持管理用　刈払機取扱作業者安全衛生教育の受講にかかる経費の支出について
2,500

港湾局 防災保安担当 平成25年08月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 海岸施設維持管理用　刈払機取扱作業者安全衛生教育の受講にかかる経費の支出について
420

港湾局 防災保安担当 平成25年08月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 海岸施設維持管理用　刈払機取扱作業者安全衛生教育の受講にかかる経費の支出について
7,000

港湾局 防災保安担当 平成25年08月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　防災保安担当車両タイヤ補修経費の支出について（７月分）
1,575

港湾局 防災保安担当 平成25年08月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　被服費 海岸施設管理用　雨合羽外１点の買入にかかる経費の支出について
170,887

港湾局 防災保安担当 平成25年08月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設管理用　請第１８００号　平成２５年度第二突堤基地警備業務委託料の支出について（７月分）
423,185

港湾局 防災保安担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 堤防施設管理用　蚊取線香外５点の買入にかかる経費の支出について
69,930

港湾局 防災保安担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 海岸施設管理用　コードレス振動ドライバドリルの買入にかかる経費の支出について
28,560

港湾局 防災保安担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請第９６８０号　重要国際埠頭施設警備業務委託の委託料の支出について（７月分）　保安対策用
16,412,600

港湾局 防災保安担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設管理用　請第１８０３号　港湾防災センター清掃業務委託料の支出について（７月分）
76,335

港湾局 防災保安担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 防災保安用　大阪港咲洲トンネル普通１００回券の買入にかかる経費の支出について
90,000

港湾局 防災保安担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 委託料　委託料 請第９６８０号　重要国際埠頭施設警備業務委託の委託料の支出について（７月分）　保安対策用
19,900

港湾局 海務担当 平成25年08月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　酸素ガス（６月分）買入にかかる経費の支出について
5,040

港湾局 海務担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 巡視業務用　雨合羽外２点の買入にかかる経費の支出について　＜一般会計・港営会計合併分＞
95,928

港湾局 海務担当 平成25年08月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営工事用　接着用ハケ外５点買入にかかる経費の支出について
43,149

港湾局 海務担当 平成25年08月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　溶接金網外２点買入にかかる経費の支出について
11,130

港湾局 海務担当 平成25年08月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　自動膨張式ボンベセット外２点買入にかかる経費の支出について
32,130

港湾局 海務担当 平成25年08月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　自動膨張式ボンベセット外２点買入にかかる経費の支出について
3,570

港湾局 海務担当 平成25年08月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営工事用　溶接金網外２点買入にかかる経費の支出について
882

港湾局 海務担当 平成25年08月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営工事用　自動膨張式ボンベセット外２点買入にかかる経費の支出について
28,350

港湾局 海務担当 平成25年08月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 原材料費　工事材料費 直営工事用　溶接金網外２点買入にかかる経費の支出について
5,040

港湾局 海務担当 平成25年08月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　牛革製手袋外４点買入にかかる経費の支出について
10,111

港湾局 海務担当 平成25年08月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　牛革製手袋外４点買入にかかる経費の支出について
10,112

港湾局 海務担当 平成25年08月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　牛革製手袋外４点買入にかかる経費の支出について
19,100

港湾局 海務担当 平成25年08月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営工事用　牛革製手袋外４点買入にかかる経費の支出について
34,282

港湾局 海務担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料金の支出について（平成25年6月分）　維－1
18,399

港湾局 海務担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 直営業務用　初心者向　溶接技術研修会及び溶接技能者評価試験経費の支出について
14,530

港湾局 海務担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 直営業務用　初心者向　溶接技術研修会及び溶接技能者評価試験経費の支出について
17,850

港湾局 海務担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 巡視業務用　電動工具用ベベルブラシ外２点の買入にかかる経費の支出について　＜一般会計・港営会計合併分＞
15,278

港湾局 海務担当 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　ラミネートフイルム外５点買入れにかかる経費の支出について
5,943

港湾局 海務担当 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 職員事務連絡用　大阪港咲洲トンネル通行回数券外１点の買入にかかる経費の支出について　＜一般会計・港営会計合併分＞
61,980

港湾局 海務担当 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　分担金 船舶運航サポート情報提供用　平成25年度　大阪湾運航サポート協議会にかかる分担金の支出について
1,250,000

港湾局 海務担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用　プロパンガス使用料の支出について（７月分）
5,503

港湾局 海務担当 平成25年08月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　ライトビット買入にかかる経費の支出について
15,960

港湾局 海務担当 平成25年08月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営工事用　デジタルカメラ買入にかかる経費の支出について
16,254

港湾局 海務担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（７月分）　＜一般会計・港営会計合併分＞
1,994

港湾局 海務担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（７月分）　＜一般会計・港営会計合併分＞
2,380

港湾局 海務担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成25年7月分）の支出について　維－２
2,270

港湾局 海務担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 原材料費　船舶給水料 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（７月分）　＜一般会計・港営会計合併分＞
710,212

港湾局 海務担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成25年7月分）の支出について（維－３）
10,027

港湾局 海務担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 給水事業用及び巡視業務用　電気使用料の支出について（７月分）　＜一般会計・港営会計合併分＞
67,214

港湾局 海務担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 給水事業用及び巡視業務用　電気使用料の支出について（７月分）　＜一般会計・港営会計合併分＞
14,937

港湾局 海務担当 平成25年08月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　スノコ外１点買入れにかかる経費の支出について
42,735

港湾局 海務担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 給水事業用　南港Ｌ岸壁及び天保山岸壁船舶給水業務委託料（７月分）の支出について
105,672
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港湾局 海務担当 平成25年08月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　負担金 電波利用料の支出について（近畿総合通信局払い）　直営業務用
1,500

港湾局 海務担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 港内清掃事業用　大阪港内水域発生一般廃棄物収集運搬業務委託の経費の支出について（平成25年度7月分）
90,552

港湾局 海務担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 港内清掃作業用　大阪港内清掃作業業務委託の経費の支出について（平成25年7月分）
2,527,770

港湾局 海務担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　請第1501号　船舶運航支援調整業務委託の経費の支出について（平成25年7月分）
2,383,333

港湾局 海務担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　請第1501号　船舶運航支援調整業務委託の経費の支出について（平成25年7月分）
2,053,735

港湾局 海務担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請第９３０３号　施設管理用　鶴町基地警備業務委託にかかる経費の支出について　7月分
465,350

港湾局 海務担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 請第９３１１号　水深選択ソフト用パソコン等機器一式の支出について　長期借入（７月分）
14,070

港湾局 海務担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入の経費の支出について（平成25年7月）
141,833

港湾局 海務担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 需用費　光熱水費 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎51階機器室電気料金（平成25年6月分）の支出について
26,841

港湾局 海務担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 役務費　通信運搬費 航行安全対策用　インターネット回線使用料（平成25年7月分）の支出について
24,360

港湾局 海務担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 委託料　委託料 航行安全対策用　請第1501号　船舶運航支援調整業務委託の経費の支出について（平成25年7月分）
1,033,432

港湾局 海務担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入の経費の支出について（平成25年7月）
14,953

港湾局 海務担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎における府有財産施設設置契約経費の支出について（平成25年9月分）
179,130

港湾局 総務担当 平成25年08月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 静電複写機による複写（白黒）代金の支出について（平成25年6月分）　職員事務用
187,170

港湾局 総務担当 平成25年08月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　消耗品費 振興事業用　平成２５年度大阪港港湾功労者表彰式用記念品の買入にかかる経費の支出について
69,174

港湾局 総務担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 市町村事務提要（行政・人事編）追録の購入経費の支出について（事務参考用）（平成25年度第1四半期分）
10,400

港湾局 総務担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 平成25年7月分　公舎電気使用料の支出について（庁舎維持管理用）
95,922

港湾局 総務担当 平成25年08月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞購読費の支出について　平成25年4月～平成25年6月分
15,700

港湾局 総務担当 平成25年08月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　大阪日日新聞購読経費の支出について　平成２５年４月～平成２５年６月分
5,985

港湾局 総務担当 平成25年08月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞購読経費の支出について　平成25年4月～平成25年6月分
15,700

港湾局 総務担当 平成25年08月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞の購入経費にかかる支出について　平成25年4月～平成25年6月分
15,700

港湾局 総務担当 平成25年08月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成25年6月利用分・緑地管理事務所②）庁舎維持管理用
3,077

港湾局 総務担当 平成25年08月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　赤旗の購読費用の支出について　平成２５年４月分
3,400

港湾局 総務担当 平成25年08月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　印刷製本費 大阪港普及宣伝用「大阪港案内２０１２／２０１３」の印刷にかかる経費の支出について
493,185

港湾局 総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 庁舎維持管理用　港湾局ＡＴＣ庁舎賃料及び共益費の支出について（平成25年9月分）
195,149

港湾局 総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　ＡＴＣ駐車場使用料の支出について（平成25年度9月分）
217,560

港湾局 総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 庁舎維持管理用　港湾局ＡＴＣ庁舎賃料及び共益費の支出について（平成25年9月分）
16,557,727

港湾局 総務担当 平成25年08月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 市会用　建設消防委員会行政視察にかかる出張旅費の支出について
34,900

港湾局 総務担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報用　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入にかかる経費の支出について【総務事務用】（平成25年7月分）
51,665

港湾局 総務担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報用　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成25年7月分）
405,936

港湾局 総務担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　回線使用料の支出について（平成25年7月分）
33,840

港湾局 総務担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　ＡＴＣ庁舎清掃業務委託に係る経費の支出について（平成25年7月分）
67,396

港湾局 総務担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 電話機リース料の支出について（緑地管理事務所・平成25年7月分）　庁舎維持管理用
15,235

港湾局 総務担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 港湾局事務用ファクシミリ長期借入にかかる経費の支出について（平成25年7月分）
43,260

港湾局 総務担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 電話機リース料の支出について（海上保全事務所・平成25年7月分）　庁舎維持管理用
8,421

港湾局 経営監理担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（６月分）の買入にかかる経費の支出について
13,107

港湾局 経営監理担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（６月分）の買入にかかる経費の支出について
175,383

港湾局 経営監理担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（６月分）の買入にかかる経費の支出について
28,327

港湾局 経営監理担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（６月分）の買入にかかる経費の支出について
87,843

港湾局 経営監理担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（６月分）の買入にかかる経費の支出について
8,010

港湾局 経営監理担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（６月分）の買入にかかる経費の支出について
29,933

港湾局 経営監理担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（６月分）の買入にかかる経費の支出について
12,961

港湾局 経営監理担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（６月分）の買入にかかる経費の支出について
637

港湾局 経営監理担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（６月分）の買入にかかる経費の支出について
24,175

港湾局 経営監理担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（６月分）の買入にかかる経費の支出について
23,272

港湾局 経営監理担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（６月分）の買入にかかる経費の支出について
180,713

港湾局 経営監理担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（６月分）の買入にかかる経費の支出について
33,205

港湾局 経営監理担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（６月分）の買入にかかる経費の支出について
7,194
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港湾局 経営監理担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（６月分）の買入にかかる経費の支出について
6,554

港湾局 経営監理担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（６月分）の買入にかかる経費の支出について
20,607

港湾局 経営監理担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（６月分）の買入にかかる経費の支出について
19,151

港湾局 経営監理担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（６月分）の買入にかかる経費の支出について
10,640

港湾局 経営監理担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（６月分）の買入にかかる経費の支出について
28,589

港湾局 経営監理担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（６月分）の買入にかかる経費の支出について
147,877

港湾局 経営監理担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（６月分）の買入にかかる経費の支出について
6,126

港湾局 経営監理担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（６月分）の買入にかかる経費の支出について
18,341

港湾局 経営監理担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（６月分）の買入にかかる経費の支出について
14,317

港湾局 経営監理担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（６月分）の買入にかかる経費の支出について
4,660

港湾局 経営監理担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（６月分）の買入にかかる経費の支出について
15,947

港湾局 経営監理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
400

港湾局 経営監理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,981

港湾局 経営監理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,300

港湾局 経営監理担当 平成25年08月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,850

港湾局 経営監理担当 平成25年08月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
5,954

港湾局 経営監理担当 平成25年08月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
855

港湾局 経営監理担当 平成25年08月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
400

港湾局 経営監理担当 平成25年08月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
19,500

港湾局 経営監理担当 平成25年08月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
15,000

港湾局 経営監理担当 平成25年08月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
80

港湾局 経営監理担当 平成25年08月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
120

港湾局 経営監理担当 平成25年08月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,380

港湾局 経営監理担当 平成25年08月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
8,300

港湾局 経営監理担当 平成25年08月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
9,600

港湾局 経営監理担当 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張に伴う交通費（７月分）の支出について
5,990

港湾局 監理調整担当 平成25年08月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 出張旅費の支出について(6月分市内出張及び近接地旅費)事務連絡用
6,150

港湾局 監理調整担当 平成25年08月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 港湾事業用　府市港湾管理者統合に関する国土交通省港湾局（本省）出張旅費の支出について
85,260

港湾局 監理調整担当 平成25年08月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張交通費の支出について 7月分 港湾管理一元化関係業務・外郭団体監理業務用
7,570

港湾局 監理調整担当 平成25年08月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 北港ヨットハーバー活用にかかるロイヤルパインズ（株）への出張について　施設管理運営用
5,120

港湾局 監理調整担当 平成25年08月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 大阪港スポーツアイランド施設管理運営用　業務代行料の支出について（第２回/全４回）
1,769,951

会計室 会計企画担当 平成25年08月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線４群）料金（7月分）の支出について
27,096

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
11,294

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 現行日本法規外２点の買入れ経費の支出について（会計事務用）
105,328

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
3,302

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
955

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
454

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
2,273

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
33,305

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
7,515

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
22,347

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
3,653

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
8

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
105

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
175

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
7,788

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
2,178

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
4,912
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会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
2,208

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
356

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
12

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
225

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
356

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
942

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
37,211

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
13,457

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
904

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
326

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
663

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
53,332

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
3,031

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
37

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
24

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
16

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
129

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
24,068

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
1,702

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
54

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
140,626

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
22,319

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
25

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
2,613

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
840

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
2,235

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
364

会計室 会計企画担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（6月分）の支出について
42

会計室 会計企画担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（7月分）の支出について
2,691

会計室 会計企画担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（7月分）の支出について
2,628

会計室 会計企画担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（7月分）の支出について
35,207

会計室 会計企画担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（7月分）の支出について
20,793

会計室 会計企画担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 コピー代金の経費の支出について（会計事務用　７月分）
20,437

会計室 会計企画担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（会計事務用　７月分）
5,170

会計室 会計企画担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 大阪市公金収入報告書電子計算機処理業務委託料（第１四半期）の支出について
97,150,760

会計室 会計企画担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等一式の借入れ経費の支出について（会計事務用　７月分）
35,878

会計室 会計企画担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の（会計室）長期借入れ経費の支出について（会計事務用　７月分）
23,196

会計室 会計企画担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器の借入れ経費の支出について（会計事務用　７月分）
23,683

会計室 会計企画担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 財務会計システム用サーバ機等一式　長期借入契約に基づく経費の支出について（7月分）
2,408,175

会計室 会計企画担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 庁内情報プリンタ用リサイクルトナー外１点の買入れ経費の支出について（会計事務用）
49,035

会計室 会計企画担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線１群）料金（7月分）の支出について
10,917

会計室 会計企画担当 平成25年08月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線１群）料金（7月分）の支出について
54,654

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
3,225

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
458,830

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
722

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
28,952

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
833,288

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
14,397,378
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会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
919,065

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
1,843

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
157,318

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
2,023,822

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
356

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
689,862

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
990

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
1,166,368

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
1,625,330

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
1,706,621

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
1,242,139

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
1,623

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
2,345

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
2,120,390

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
904

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
1,722,133

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
1,894,608

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
356

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
1,427

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
1,155,912

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
1,456,712

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
975

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
6,587

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
5,610,235

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
640

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
4,847

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
9,576

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
2,319,480

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
728

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
501,847

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
9,654,537

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
1,753

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
153,019

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
18,528

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
629,444

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
1,297,171

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
13,612

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
1,036,107

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
690,392

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
545,481

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
7,993

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
1,156

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
313,793

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
605,713

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
12,348,285

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
664,420

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
769,439

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
585,442
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会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
660,453

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
8,688,313

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
277,071

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
16,833

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
2,508

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
103,080

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
47,326

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
5,057

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
110,505

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
237,736

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
182,341

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
993,122

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
2,310,930

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
4,922,723

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
4,744,407

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
2,559,800

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
1,401,209

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
14,537

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
2,073,411

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
6,973,541

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
19,587

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
473,376

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
3,183

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
47,495

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
1,696

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
6,801

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
86,356

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
12,943

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
21,161,973

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
170,180

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
9,372

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
1,575,772

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
356

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
7,827,886

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
406,320

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
356

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
5,822

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
23,557

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
663

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
89,095

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
9,652

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
133,954

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
200,668

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
110,735

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
717,602

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
356

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
1,385

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
796,396
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会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
422

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
437,843

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
3,872

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
1,882,068

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
323,632

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
110,752

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
1,335

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
441

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
18,618

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
1,725

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
4,712

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
967

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
859

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
78,044

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
2,312

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
539,380

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
16,292,550

会計室 会計企画担当 平成25年08月21日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（7月分）の支出について
1,930

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
43,900

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
2,237

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
2,591,925

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
49,212

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
18,848

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
161,263

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
238,075

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
220,996

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
192,600

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
168,318

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
203,873

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
65,006

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
412,872

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
177,571

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
2,901

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
245,096

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
191,333

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
457,417

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
138,117

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
468,594

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
165,472

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
187,192

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
182,391

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
496,465

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
19,526

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
51,656

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
1,574
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会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
47,888

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
486,599

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
11,923,702

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
977,686

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
7,277,961

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
3,148

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
487,275

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
513,937

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
734,400

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
345,466

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
430,778

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
3,067

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
842,541

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
1,190,101

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
6,007,376

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
407,677

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
787,150

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
513,612

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
529,119

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
40,231

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
264,618

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
51,042

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
398,903

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
135,487

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
26,489

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
30,964

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
14,833

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
3,646

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
10,138

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
74,972

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
6,794

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
58,281

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
67,353

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
980,153

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
7,123,044

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
5,330,151

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
1,851,046

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
2,480,630

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
15,821,794

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
2,991

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
13,716

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
6,917,779

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
70,134

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
62,303
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会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
997

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
905,901

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
58,700

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
562,449

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
31,673

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
976,201

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
22,092

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
15,495

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
104,450

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
190,133

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
727,656

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
20,462

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
297,798

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
975,461

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
9,444

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
5,551

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
1,574

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
86,927

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
9,364,611

会計室 会計企画担当 平成25年08月22日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（7月分）の支出について
3,148

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
7,216

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
29,678

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
6,975

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
14,727

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　普通旅費 会計事務用市内出張交通費の支出について（平成２５年７月分）
14,203

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 現行日本法規外１点の買入経費の支出について（会計事務用）
82,228

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
4,627

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
8,960

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,477

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
7,168

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
13,616

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
8,511

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
27,450

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
7,888

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,477

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
6,972

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
108,585

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
4,520

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
2,544

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
2,503
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会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,982

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
2,887

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
4,431

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,477

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
7,281

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
3,395

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
3,486

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
2,954

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
3,100

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,809,069

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
64,246

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,687

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
3,486

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
7,385

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
5,810

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
31,115

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
1,162

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
10,458

会計室 会計企画担当 平成25年08月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（6月分）の支出について
9,296

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
10,994

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 大阪市公金収入報告書ＯＣＲ処理システム変更業務委託（平成25年度職制改正対応）の経費の支出について
1,224,825

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
333,689

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
218,511

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
347,711

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
396

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
472,098

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
242,247

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
371,657

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
18,241

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
210,294

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
230,368

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
247,842

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
368,351

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
424,277

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
259,494

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
255,961

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
251,369

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
260,668

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
76

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
244,959

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
213,026

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
429,864
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会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
61

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
639

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
7,434

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
2,070

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
169

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
21,362

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
14,100

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
619

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
13

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
383

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
1,335

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
11,400

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
330

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
27

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
41,020

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
1,277

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
363

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
44

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
99

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
77

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線２群）料金（7月分）の支出について
2,691

会計室 会計企画担当 平成25年08月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンクテレコム）料金（7月分）の支出について
78,194

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
92,623

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
50,063

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
2,374

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
2,673,180

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
1,758

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
109,189

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
724

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
85,125

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
609,727

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
479,484

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
1,815

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
467,877

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
301,585

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
292,927

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
335,095

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
495,826

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
762,177

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
465,526

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
527,832

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
2,925

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
173,211

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
755,005

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
590,199

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
937,587

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
4,392

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
840,879
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会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
1,205,598

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
1,641

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
151,189

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
1,486,627

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
907

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
1,641

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
10,265

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
83,283

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
385,684

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
2,817,359

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
230,203

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
137,683

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
73,687

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
8,300,855

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
680,101

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
838,170

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
1,235,423

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
698,942

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
771,797

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
625,744

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
922,201

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
335,116

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
659,719

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
16,451,603

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
388,651

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
4,025

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
1,091

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
724

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
21,102

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
2,008

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
484,738

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
5,763

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
113,790

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
146,896

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
109,522

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
93,074

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動植物公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
1,645,589

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
7,455,700

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
2,925

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
19,912

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
187,019

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
188,199

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
1,641

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
14,598

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
5,488

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
11,844

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
110,679

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
90,153
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会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
203,465

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
194,029

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
5,980

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
3,123,635

会計室 会計企画担当 平成25年08月30日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（7月分）の支出について
1,574

会計室 会計管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　手数料 振替取扱手数料の支出について（７月分）
6,622,036

北区役所 総務課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所広報紙「わがまち北区」（平成25年５月号～平成26年４月号）編集デザイン業務委託契約にかかる経費の支出について（8月号分）
228,900

北区役所 総務課 平成25年08月01日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙事務用消耗品費（カラー用紙外４５点）購入経費の支出について
201,669

北区役所 総務課 平成25年08月01日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙事務用消耗品（のぼり）購入経費の支出について
11,046

北区役所 総務課 平成25年08月01日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙にかかる茶菓（水外４点）購入経費の支出について
28,349

北区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（7月分）の支出について
2,260

北区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（7月分）の支出について
1,000

北区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（7月分）の支出について
3,674

北区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（7月分）の支出について
1,650

北区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について（４月～６月分）　毎日新聞
11,775

北区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所事務用ケーブルテレビ利用料の支出について（6月分）
3,675

北区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙にかかる開票立会人の報酬の支出について
105,600

北区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙にかかる投票立会人の報酬の支出について
363,800

北区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙にかかる期日前投票所投票管理者の報酬の支出について
266,400

北区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙にかかる期日前投票所投票立会人の報酬の支出について
456,000

北区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙にかかる投票管理者の報酬の支出について
214,200

北区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院議員通常選挙にかかる手話通訳者の報償金の支出について
23,600

北区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院議員通常選挙にかかる投票所民間事務従事者の報償金の支出について
611,500

北区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙にかかる消耗品（床用グレーシート外２点）購入経費の支出について
157,500

北区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙にかかる期日前投票所及び投票所弁当（３５２食）経費の支出について
290,400

北区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙開票事務用開披台借入経費の支出について
215,775

北区役所 総務課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策職員住宅にかかる回線使用料（基本料）等の支出について（６月分）
2,953

北区役所 総務課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 ガス料金（７月分）
2,200

北区役所 総務課 平成25年08月12日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 ガス料金（７月分）
132

北区役所 総務課 平成25年08月12日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 ガス料金（７月分）
42

北区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙事務用消耗品（ゴム印）購入経費の支出について
1,764

北区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報事務用　広報紙配架用パンフレットラック
10,237

北区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所窓口案内業務従事者派遣（長期継続）にかかる経費の支出について（7月分）
182,716

北区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙事務用消耗品（ゴム印）購入経費の支出について
871

北区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 委託料　委託料 参議院議員通常選挙にかかる廃校害虫駆除業務委託経費の支出について
61,320

北区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙にかかる投票所使用料の支出について
74,000

北区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 参議院議員通常選挙にかかる各投票所物品等搬入撤収業務経費の支出について
393,225

北区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（６月、４・５月追加分）の支出について
57,240

北区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（8月分）の支出について
1,120

北区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（8月分）の支出について
4,417

北区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 参議院議員通常選挙にかかる投票用紙等送致・運搬業務経費の支出について
423,850

北区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策職員住宅賃料及び共益費の支出について（９月分）
120,000

北区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金（７月分）
90,670

北区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金（７月分）
85,435

北区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金（７月分）
109,162

北区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（７月分）
10,020

北区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 水道料金（７月分）
5,483

北区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 水道料金（７月分）
5,166
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北区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（７月分）
605

北区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 水道料金（７月分）
1,762

北区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 水道料金（７月分）
1,661

北区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（７月分）
194

北区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（７月分）北区役所運営事務費・参議院選挙　＜機械番号３８０５８３＞
1,494

北区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（７月分）北区役所運営事務費・参議院選挙　＜機械番号３８０５３７＞
16,469

北区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（７月分）北区役所運営事務費・参議院選挙　＜機械番号３８０５３７＞
56,502

北区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 北区の広報紙（平成25年５月号～平成26年４月号）概算印刷契約にかかる支出について（8月号分）
547,942

北区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（8月分）の支出について
1,760

北区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 北区役所広報紙「わがまち北区」（平成25年５月号～平成26年４月号）新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（8月号分）
693,087

北区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度北区役所広報紙「わがまち北区」（平成25年４月号～平成26年３月号）新聞未購読世帯への配付業務委託（概算）契約経費の支出について（8月号分）
75,379

北区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（７月分）
5,018

北区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（７月分）
303

北区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（７月分）
97

北区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（７月分）北区役所運営事務費・参議院選挙　＜機械番号３８０５８３＞
55,165

北区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（７月分）北区役所運営事務費・参議院選挙　＜機械番号３８０５３７＞
16,163

北区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料（７月分）
304,304

北区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料（７月分）
17,836

北区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料（７月分）
5,733

北区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（経営戦略）事務用　後納郵便料金の支出について（7月分）
160

北区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（経営戦略）事務用　後納郵便料金の支出について（7月分）
1,780

北区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（8月分）の支出について
1,320

北区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金（8月分）の支出について
2,595

北区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（総務）事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
260

北区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（総務）事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
1,600

北区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（7月分）
376,250

北区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁舎機械警備及び警備機器保守業務委託経費の支出について（7月分）
19,446

北区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁舎前駐輪整理業務委託経費の支出について（7月分）
85,400

北区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所視覚障害者用点字ディスプレイ等長期借入経費の支出について（7月分）
17,241

北区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所自動体外式除細動器長期借入経費の支出について（7月分）
5,565

北区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン（北区役所）機器一式長期借入にかかる経費の支出について（7月分）
27,930

北区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（8月分）の支出について
6,880

北区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（総務）事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
340

北区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（総務）事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
5,440

北区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 北区役所庁舎機械警備及び警備機器保守業務委託経費の支出について（7月分）
1,176

北区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 北区役所庁舎機械警備及び警備機器保守業務委託経費の支出について（7月分）
378

北区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 総務課（総務）事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
3,480,990

北区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所情報通信設備用回線使用料・プロバイダ料の支出について（７月分）
8,610

北区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度８月分　歳出還付金（一般分）・資金前渡
70,000

北区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度８月分　歳出還付金（退職分）・資金前渡
10,000

北区役所 窓口サービス課 平成25年08月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度　歳出還付金（一般分）・口座振替払
395,103

北区役所 窓口サービス課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課戸籍事務用参考図書の購入について
6,552

北区役所 窓口サービス課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務用切手の購入経費の支出について
15,000

北区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）事務用市内出張交通費の支出について（４月分）
1,540

北区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）事務用市内出張交通費の支出について（５月分）
2,400

北区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー複写経費の支出について（７月分）
18,518

北区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（２５年７月審査分）
15,032

北区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年度　歳出還付金（一般分）・口座振替払
1,829,066



平成25年度（平成25年08月）　公金支出情報

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

北区役所 窓口サービス課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（２５年８月審査分）
1,187,526

北区役所 窓口サービス課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（２５年８月審査分）
350,000

北区役所 窓口サービス課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（２５年８月審査分）
2,570,225

北区役所 窓口サービス課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（２５年８月審査分）
23,450

北区役所 窓口サービス課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用コピー複写経費の支出について（７月分）
26,994

北区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（７月分）の支出について
4,489

北区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（７月分）の支出について
600,195

北区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（７月分）の支出について
1,999,802

北区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（７月分）の支出について
2,075,909

北区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（７月分）の支出について
21,858

北区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（戸籍登録）後納郵便料金（７月分）の支出について
137,300

北区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（戸籍登録）後納郵便料金（７月分）の支出について
884,980

北区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（２５年８月審査分　その２）
64,393

北区役所 住民自治課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金への繰入れにかかる経費（７月分）の支出について（生涯学習推進事業）
1,020

北区役所 住民自治課 平成25年08月02日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市地域活性化事業基金（ボートピア梅田環境整備協力費）を活用した北区まちづくり支援事業補助金の支出について
62,390,000

北区役所 住民自治課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入れにかかる経費のの支出について（青少年健全育成事業）
19,090

北区役所 住民自治課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金への繰入れにかかる経費のの支出について（青少年健全育成事業）
2,730

北区役所 住民自治課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 北区ぶらぶら（春夏編　第３回目）の実施にかかる講師謝礼の支出について
15,000

北区役所 住民自治課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 北区ぶらぶら（春夏編　第２回目）の実施にかかる講師謝礼の支出について
15,000

北区役所 住民自治課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 北区ぶらぶら（春夏編　第４回目）の実施にかかる講師謝礼の支出について
15,000

北区役所 住民自治課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 北区ぶらぶら（春夏編　第１回目）の実施にかかる講師謝礼の支出について
15,000

北区役所 住民自治課 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 大阪市立大淀コミュニティセンター屋上竪樋取替工事経費の支出について
27,720

北区役所 住民自治課 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 大阪市立大淀コミュニティセンター屋上防水修繕工事経費の支出について
243,936

北区役所 住民自治課 平成25年08月19日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 大阪市立大淀コミュニティセンター屋上竪樋取替工事経費の支出について
77,280

北区役所 住民自治課 平成25年08月19日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 大阪市立大淀コミュニティセンター屋上防水修繕工事経費の支出について
680,064

北区役所 住民自治課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民自治課（市民協働）事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
640

北区役所 住民自治課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民自治課（市民協働）事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
240

北区役所 住民自治課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民自治課（市民協働）事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
1,720

北区役所 住民自治課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民自治課（市民協働）事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
1,360

北区役所 住民自治課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入れにかかる経費（８月分）の支出について（市民協働・一般管理経費）
1,520

北区役所 住民自治課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯に係る携帯電話料金（７月分）
5,234

北区役所 住民自治課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「淀川『花が咲く』プロジェクト～コスモスの種まきイベント～」実施にかかる山土他３点の支出について
346,605

北区役所 住民自治課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度大阪市北区地域活動協議会補助金にかかる経費の支出について
1,684,980

北区役所 住民自治課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民自治課事務用コピー複写経費の支出について（７月分）
30,732

北区役所 住民自治課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民自治課事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
2,940

北区役所 住民自治課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民自治課事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
140

北区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 総合福祉システム用及び地域自立支援協議会運営事務用福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務にかかる物品購入経費の支出について
19,845

北区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム用及び地域自立支援協議会運営事務用福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務にかかる物品購入経費の支出について
18,900

北区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品事業資金（特別保育用）８月分の支出について
10,000

北区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料の支出について（ぬくもりのおうち保育ママ）【6月分】
506,200

北区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料の支出について（フェアリールーム保育ママ）【6月分】
1,179,680

北区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品事業資金（通常保育用）８月分の支出について
30,000

北区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 はつらつ脳活性化プロジェクト事業用　サポーターテキスト印刷経費の支出について
99,750

北区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用療育手帳交付事業にかかる出張旅費の支出について（４月分・６月分）
2,340

北区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料　No．５０１～５０９）
261,338

北区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送　No.４６５）
4,600

北区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送　No.５２６～５２８）
6,680

北区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（No．４９１～５００）
31,670
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北区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用市営福祉目的住宅募集事務説明会にかかる出張旅費の支出について（４月分）
400

北区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者自立支援法に基づく補装具費の支出について
108,974

北区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 日常生活用具給付金（大阪市重度障害者日常生活用具給付事業用）の支出について
12,030

北区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No．５１２～５２５）
193,836

北区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.４５８～４６４）
82,357

北区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.５５５～５６４）
77,410

北区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（No．５３０～５３７）
30,950

北区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料の支出について（保育ママ　梅田ひまわり園）【6月分】
922,250

北区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（No．５３８～５４３）
30,630

北区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.５０８～５１１）
44,637

北区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料　No．５４４～５５４）
401,358

北区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送　No.５２９）
2,760

北区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（No．５６５～５７０）
21,400

北区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（No．５９６）
174,605

北区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
6,000

北区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
5,000

北区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No．５７１～５７８）
76,840

北区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（No．５８３～５８８）
38,950

北区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料　No．５９４～５９５）
44,454

北区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（No．５９３）
223,755

北区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用特別児童扶養手当所得状況届事務担当者説明会にかかる出張旅費の支出について（６月分）
920

北区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用総合支援事務にかかる出張旅費の支出について（４月分・６月分）
660

北区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用特別児童扶養手当事務担当者研修会にかかる出張旅費の支出について（６月分）
800

北区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用老人保護措置業務にかかる出張旅費の支出について（６月分）
800

北区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用高齢福祉関係事務説明会開催にかかる出張旅費の支出について（６月分）
800

北区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送　No.５７９～５８２）
10,300

北区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用母子生活支援施設入所事務にかかる出張旅費の支出について（６月分）
150

北区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務用児童扶養手当業務にかかる出張旅費の支出について（６月分）
230

北区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）健康グループ
1,280

北区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）健康グループ
15,962

北区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者自立支援法に基づく補装具費の支出について
813,066

北区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 日常生活用具給付金（大阪市重度障害者日常生活用具給付事業用）の支出について
206,433

北区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる６月分市内出張交通費（近接地を含む）の支出について
3,260

北区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務にかかる事務用品の支出について
31,741

北区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）健康グループ
1,575

北区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）健康グループ
4,789

北区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,520

北区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.５８９～５９２）
43,855

北区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　印刷製本費 熱中症予防啓発事業用　のぼり旗印刷経費の支出について
40,950

北区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人の取扱費の支出について
165,708

北区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（No．５９９～６１５）
85,505

北区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年８月９日分）
3,700

北区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年８月９日分）
3,400

北区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業に係る支出について
269,325

北区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成25年9月分）
23,000,000

北区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成25年9月分）
13,000,000

北区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（小学校７月分）
325,489

北区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（中学校７月分）
131,068
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北区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成25年9月分）
150,000

北区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（No．６１６）
1,838

北区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成25年9月分）
300,000

北区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険認定審査会事務用コピー複写機経費の支出について（７月分）
5,761

北区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
6,000

北区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No．６３３～６４０）
117,021

北区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料　No．６２６～６３０）
114,226

北区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（No．６３１～６３２）
398,185

北区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 結核患者コホート検討会（第１回）にかかる報償金の支払について
22,720

北区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成25年度ＢＣＧ接種にかかる医師報償金の支出について(7月分)
48,540

北区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる報償金(平成２５年７月分)
61,140

北区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（７月分）の支出について
72,810

北区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（７月分）の支出について
72,810

北区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（７月分）の支出について
152,850

北区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（７月分）の支出について
24,270

北区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（７月分）の支出について
97,080

北区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金（７月分）の支出について
85,910

北区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.６１７～６２５）
100,058

北区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送　No.５９７～５９８）
14,480

北区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２５年８月１３日）
525

北区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No．６５６～６６５）
181,025

北区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（No．６４８～６５５）
39,825

北区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料　No．６６６～６７０）
97,540

北区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年７月３０日分）
2,140

北区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年７月３０日分）
3,400

北区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に係る報償金の支払について（７月分）
134,933

北区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はつらつ脳活性化フォーラムにかかる講師報償金の支出について
40,260

北区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康グループ（健康づくり・健康相談）事務用　コピー複写経費の支出について（７月分）
25,900

北区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２５年８月１２日）
4,800

北区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度重度障がい者医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２５年７月請求分）
295,522

北区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度重度障がい者医療費助成事業用医療費（食事・生活療養費）の支給決定及び支出について（平成２５年７月請求分）
377,010

北区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 日常生活用具給付金（大阪市重度障害者日常生活用具給付事業用）の支出について
1,193,335

北区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度老人医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２５年７月請求分）
423,951

北区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人の取扱費の支出について
148,908

北区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２５年７月請求分）
231,552

北区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 ひとり親家庭等就業サポーター事業用等福祉グループ（一般福祉／子育て支援チーム）事務にかかるコピー代金の支出について（７月分）
43,045

北区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２５年７月請求分）
62,539

北区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所用賄材料費　８月分の支出について
1,166,792

北区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（７月分）
320

北区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度（障がい）市長審判に係る診断書料の支出について
4,000

北区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者自立支援法に基づく補装具費の支出について
238,104

北区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー複写経費の支出について（７月分）
24,484

北区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務にかかる郵便料（７月分）の支出について
308,210

北区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.６４４～６４７）
43,862

北区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（７月分）
1,400

北区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（７月分）
1,470

北区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（７月分）
30,545

北区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（７月分）
160
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北区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師謝礼（平成２５年７月分）の支出について
10,560

北区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師謝礼（平成２５年７月分）の支出について
17,660

北区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（社会復帰相談指導事業８月分）
3,456

北区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（７月分）
4,180

北区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 ひとり親福祉業務用母子生活支援施設入所等事務にかかる管外出張旅費の支出について
9,240

北区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（７月分）
160

北区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（７月分）
170

北区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（７月分）
440

北区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康グループ（健康づくり・健康相談）用　後納郵便料金の支出について（７月分）
80

北区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（介護保険チーム）事務用後納郵便料金の支出について（7月分）
84,385

北区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課福祉グループ（介護保険チーム）事務用後納郵便料金の支出について（7月分）
9,400

都島区役所 総務課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度都島区広報紙企画編集編集及びアドバイス業務委託にかかる経費の支出について（７月号分）
162,729

都島区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所多目的トイレ水栓用レバーハンドルの購入経費の支出について
2,730

都島区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙事務用ビニールシートの購入経費の支出について
256,357

都島区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 参議院議員通常選挙投票所用資材搬入撤収に伴う自動車借上経費の支出について
352,800

都島区役所 総務課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 都島区災害対策住宅用電話回線使用料の支出について（６月分）
2,953

都島区役所 総務課 平成25年08月05日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙における民間従事者用弁当購入経費の支出について（140名分）
221,100

都島区役所 総務課 平成25年08月05日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙における宿泊施設の借上経費の支出について
110,000

都島区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 都島区バス運行業務委託にかかる経費の支出について（平成25年4月～6月分）
4,005,000

都島区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度新聞未購読世帯への都島区広報紙配付業務にかかる経費の支出について（７月分）
71,198

都島区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙投票所用物品（スタンド型扇風機）の借入経費の支出について
30,240

都島区役所 総務課 平成25年08月12日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 参議院議員通常選挙事務用タクシー借上げ経費の支出について
108,000

都島区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
298

都島区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
4,900

都島区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
29,925

都島区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,330

都島区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 都島区災害対策用職員住宅什器借入費用の支出について（７月分）
9,573

都島区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用機械警備業務委託料の支出について（７月分）
33,600

都島区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル維持管理用清掃業務委託料の支出について（７月分）
65,578

都島区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用清掃業務委託料の支出について（７月分）
303,450

都島区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具使用料の支出について（７月分）
9,660

都島区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 自動体外式除細動器（AED）長期借入費用の支出について（７月分）
10,920

都島区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙にかかる開票立会人報酬の支出について
105,600

都島区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙にかかる当日投票立会人報酬の支出について
299,600

都島区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙にかかる当日投票管理者報酬の支出について
176,400

都島区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙にかかる期日前投票管理者報酬の支出について
177,600

都島区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙にかかる期日前投票立会人報酬の支出について
304,300

都島区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院議員通常選挙にかかる投票所民間事務従事者謝礼の支出について
503,166

都島区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院議員通常選挙にかかる手話通訳者、点字解読者謝礼の支出について
32,400

都島区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 旅費　費用弁償 参議院議員通常選挙開票立会人費用弁償の支払について
200

都島区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 旅費　普通旅費 参議院議員通常選挙事務用市内出張交通費の支出について
5,500

都島区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（選挙ビニールシート分）
27,325

都島区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙における宿泊施設の借上経費の支出について
96,000

都島区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（７月分）
15,017

都島区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（７月分）
346,377

都島区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル管理業務委託料の支出について（７月分）
380,878

都島区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用一般廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（７月分）
10,432

都島区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（７月分）
6,234
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都島区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 参議院議員通常選挙用タクシー代の支出について（立替払い）
27,470

都島区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 都島区災害対策職員住宅賃料・共益費の支出について（９月分）
120,000

都島区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 毛馬、桜ノ宮及び京橋地域活性化調査・コンサルティング業務企画選定委員にかかる報償金の支出について
33,010

都島区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度都島区広報紙印刷業務にかかる経費の支出について（８月分）
335,580

都島区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供料の支出について（７月分）
6,300

都島区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用ネットワークサービス費用の支出について（７月分）
6,720

都島区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成25年度都島区役所広報紙新聞折込広告業務にかかる経費の支出について（８月分）
417,753

都島区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 窓口サービス課（住民情報）事務用電子レジスター保守点検業務委託料の支出について（4月～7月分）
18,515

都島区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供料の支出について（７月分）
504

都島区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用ネットワークサービス費用の支出について（７月分）
525

都島区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 生活支援担当事務用コピー機付属機器使用料の支出について（７月分）
2,100

都島区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報パソコンリモートコントロールシステム用情報端末借入費用の支出について（７月分）
4,203

都島区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 特別講演「スポーツ指導者とはどうあるべきか」開催にかかる報償金の支出について
17,100

都島区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２５年７月分各課事務用・研修用市内出張交通費の支出について
33,783

都島区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（分館）事務用コピー代の支出について（７月分）
14,788

都島区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（７月分）
10,118

都島区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー代の支出について（７月分）
22,413

都島区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（７月分）
27,178

都島区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（7月分）
5,100

都島区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（７月分）
1,070

都島区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政会議等動画配信にかかる通信料の支出について（平成25年7月分）
4,585

都島区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（７月分）
80

都島区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（７月分）
13,683

都島区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（７月分）
2,715,880

都島区役所 市民協働課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 都島区合同防災訓練用参加者損害保険料の支出について
30,000

都島区役所 市民協働課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 蕪村顕彰事業用ポスター・チラシの作成経費の支出について
24,675

都島区役所 市民協働課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策プロジェクト用キャップほか2点購入経費の支出について
54,915

都島区役所 市民協働課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業における講師謝礼金の支払いについて（東都島小・フェイク・スイーツデコ）
5,000

都島区役所 市民協働課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 都島区役所災害時緊急連絡用衛星携帯電話購入経費の支出について
312,480

都島区役所 市民協働課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 平成25年度　京橋地域の安全なまちづくり連絡協議会分担金の支出について
50,000

都島区役所 市民協働課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年育成推進事業（青少年指導員活動推進事業）用半袖ポロシャツの購入経費の支出について
29,925

都島区役所 市民協働課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
8,000

都島区役所 市民協働課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 都島区合同防災訓練用区災害対策本部情報連絡票作成経費の支出について
17,850

都島区役所 市民協働課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト用携帯電話使用料の支出について（7月分）
7,542

都島区役所 市民協働課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市都島区地域振興活動補助金の支出について（友渕連合振興町会）
96,205

都島区役所 市民協働課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車輌（電気自動車）12ヵ月法定点検にかかる船車修繕料の支出について
8,400

都島区役所 市民協働課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 援護法担当者説明会（６月11日開催分）にかかる出張旅費の支出について
1,240

都島区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 都島区合同防災訓練用大判インクジェットプリンタ用紙ほか7点購入経費の支出について
22,522

都島区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 都島区合同防災訓練用大判インクジェットプリンタ用紙ほか7点購入経費の支出について
62,853

都島区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車（電気自動車）タイヤ交換にかかる船車修繕料の支出について
15,120

都島区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金（平成25年7月分）の支出について
16,520

都島区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成２５年８月分）
100,000

都島区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成２５年８月分）
900,000

都島区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金　支払資金の支出について（歳出　退職者医療　8月）
30,000

都島区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出　一般　8月）
70,000

都島区役所 窓口サービス課 平成25年08月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
688,520

都島区役所 窓口サービス課 平成25年08月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
33,057

都島区役所 窓口サービス課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託料（6月分）の支出について
2,664,900
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都島区役所 窓口サービス課 平成25年08月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納による還付金の支出について（歳出　一般　8月）
79,690

都島区役所 窓口サービス課 平成25年08月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納による還付金の支出について（歳出　一般　8月）
1,043,796

都島区役所 窓口サービス課 平成25年08月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納による還付金の支出について（歳出　退職　8月）
7,418

都島区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険の葬祭費負担金の支出について
550,000

都島区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険の出産育児一時金負担金の支出について
1,457,354

都島区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報担当）事務用郵便料金後納料の支出について（７月分）
99,790

都島区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（７月分）
7,350

都島区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報担当）事務用郵便料金後納料の支出について（７月分）
520,430

都島区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー代金の支出について（7月分）
1,415

都島区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー代金の支出について（7月分）
10,529

都島区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（７月分）
256,090

都島区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内出張交通費の支出について（7月分）
900

都島区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険管理担当）事務用郵便料金後納料の支出について（７月分）
669,980

都島区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（７月分）
256,526

都島区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（７月分）
3,530,955

都島区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（７月分）
34,950

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がい研修会にかかる講師料の支出について（平成25年6月28日実施分）
49,280

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
42,200

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
11,537

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
8,900

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
26,000

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立御幸保育所にかかる消耗品費（特別保育用８月分）の支出について
10,000

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立毛馬保育所にかかる消耗品費（８月分）の支出について
30,000

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立御幸保育所にかかる消耗品費（通常保育用８月分）の支出について
30,000

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
8,880

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
15,050

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
41,150

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,600

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
15,380

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
12,030

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
23,900

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
20,850

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
23,280

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
9,830

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 修正テープ外29点の購入経費の支出について
62,149

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　特別旅費 平成25年度生活保護担当ケースワーカー全国研修会への出張について
45,820

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
4,120

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
113,300

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
184,905

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
51,030

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
55,620

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
57,750

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
12,600
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都島区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
15,450

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
21,650

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
18,630

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（学校給食費７月分）の支出について
31,947

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（学校給食費７月分）の支出について
69,392

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代６・７月分）の支出について
3,800

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代６・７月分）の支出について
1,076

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代６月分）の支出について
18,240

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（引越し費用７月分）の支出について
140,000

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（オムツ代６・７月分）の支出について
4,840

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代５・６・７月分）の支出について
86,646

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代６月分）の支出について
21,393

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代６・７月分）の支出について
20,400

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代６月分）の支出について
10,600

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代５～７月分）の支出について
11,762

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代６月分）の支出について
39,470

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代６月分）の支出について
40,100

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代６月分）の支出について
37,078

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代６月分）の支出について
8,300

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費７月分）の支出について
74,180

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（学校給食費７月分）の支出について
45,280

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費７月分）の支出について
1,800

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（学校給食費６月分）の支出について
12,000

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（学校給食費７月分）の支出について
37,589

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
5,300

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代６月分）の支出について
4,200

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代６・７月分）の支出について
9,150

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料７月分）の支出について
5,800

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代５月分）の支出について
5,250

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料７月分）の支出について
6,000

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代７月）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
25,286

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（検査料　７月分）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（検査料７月分）の支出について
4,520

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
56,286

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代４・６・７月分）の支出について
26,150

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
34,659

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
19,800

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（検診代７月分）の支出について
5,250

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
22,454

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
6,000

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
40,328

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
94,347

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
28,035

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
57,976

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
54,126
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都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
1,178,150

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（6月分）
30,570

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付に支出について
162,000

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座講師報償金（６月分）の支出
9,140

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
4,000

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（７月分）
30,570

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉事務用ふせん外8点の購入経費の支出について
2,268

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉事務用ふせん外8点の購入経費の支出について
8,004

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援ネットワーク運営事業用紙コップ外16点の購入経費の支出について
13,697

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 生活保護事務用封筒の経費支出について
13,650

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉事務用トナー外2点の購入経費の支出について
4,410

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉事務用トナー外2点の購入経費の支出について
24,360

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 各種保健事業実施関係費（BCG医師）７月分報償金
48,540

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「みやっこ子育てフェスティバル」周知用チラシの作成経費の支出について
25,200

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
40,180

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
173,600

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
19,950

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
205,450

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
154,000

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
16,350

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
16,080

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
15,450

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
35,600

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
48,800

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
19,950

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
44,560

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
3,760

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
42,560

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
22,050

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（その他）７月分の支出について
44,600

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（医師）７月分の支出について
412,590

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立毛馬保育所にかかる賄材料費（８月分）の支出について
691,298

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立御幸保育所にかかる賄材料費（８月分）の支出について
721,324

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付の支出について
243,000

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,500

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
10,930

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
21,280

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（4月分）の支出について（追加分）
1,400

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（4月分）の支出について（追加分）
300

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（4月分）の支出について（追加分）
150
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都島区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（4月分）の支出について（追加分）
600

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
450

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
11,374

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,612

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２５年９月分）
31,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２５年９月分）
16,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２５年９月分）
400,000

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２５年９月分）
200,000

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２５年９月分）
1,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
5,182

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
5,837

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
464

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,934

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ代７月分）の支出について
8,000

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（引越）の支出について
252,000

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（学校給食費８月分）の支出について
66,145

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（学校給食費８月分）の支出について
5,400

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（学校給食費７月分）の支出について
13,623

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（教材・校外活動・給食費７月分）の支出について
137,221

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費７月分）の支出について
7,200

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費７月分）の支出について
14,909

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費７月分）の支出について
8,100

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費８月分）の支出について
95,113

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代）の支出について
3,727

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代６・７月分）の支出について
33,300

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（検査料７月分）の支出について
10,510

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
21,000

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
36,200

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（移送費６月分）の支出について
540

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
109,727

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代６・７・８月分）の支出について
18,800

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
22,454

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（検査料７月分）の支出について
4,520

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代８月分）の支出について
6,000

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代７月分）の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（検査料７月分）の支出について
23,870

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
59,161

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書代７月分）の支出について
9,200

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
407,375

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
174,258

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
154,500

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
4,600

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
154,000

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
34,560
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都島区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
14,826

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
7,730

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
4,850

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
31,550

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
18,230

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
13,130

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
40,750

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
16,680

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
13,130

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
6,800

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
23,245

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）
23,940

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
16,800

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
16,200

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（7月分）の支出について
850

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（7月分）の支出について
300

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（7月分）の支出について
740

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（7月分）の支出について
300

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（7月分）の支出について
300

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成事業にかかる医療費の支出について
1,436,206

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
104,860

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
76,662

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
23,800

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（7月分）の支出について
440

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業にかかる医療費の支出について
130,073

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉職員用市内出張旅費（7月分）の支出について
300

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（７月分）
1,370

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（7月分）
1,280

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（７月分）
480

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（７月分）
690

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（7月分）
400

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（7月分）
2,878

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（7月分）
2,815

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（7月分）
21,812

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（7月分）
39,675

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法及び児童福祉法にかかる障がい福祉サービス等給付費の支出について
20,700

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法及び児童福祉法にかかる障がい福祉サービス等給付費の支出について
20,700

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（7月分）
19,930

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（7月分）
60,930
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都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（7月分）
1,340

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（7月分）
2,310

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（7月分）
3,520

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護及び住宅手当措置事務用郵便料金後納料の支出について（7月分）
1,290

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人取扱にかかる葬儀委託料の支出について
161,508

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費等の支出について（７月分）
5,170

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用コピー代金の支出について（7月分）
15,654

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護及び住宅手当措置事務用郵便料金後納料の支出について（7月分）
335,860

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護事務用郵便料金後納料の支出について（7月分）
12,820

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（７月分）
80

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（７月分）
120

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（７月分）
780

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（７月分）
3,360

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（７月分）
26,420

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業に係る講師料の支出について（７月分）
10,540

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（7月分）
10,090

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（７月分）
2,540

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（7月分）
240

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（7月分）
19,125

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（7月分）
16,010

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（7月分）
33,379

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（7月分）
8,640

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市保育ママ事業の委託料の支出について（桜の宮ベビーセンター　７月分）
1,176,750

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市保育ママ事業の委託料の支出について（きらきらBaby都島園　７月分）
1,009,650

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 乳幼児医療助成事業にかかる医療費の支出について
92,174

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（7月分）
93,064

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（7月分）
496

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業にかかる医療費の支出について
9,134

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（７月分）
21,550

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（7月分）
5,380

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（7月分）
200

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（7月分）
73,616

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課介護保険事務用コピー代の支出について（7月分）
7,481

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（7月分）
16,800

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（運営・地域活動）用後納郵便料の支出について（７月分）
80

都島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉担当事務用郵便料金後納料の支出について（7月分）
2,980

福島区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用　スタンパーの購入及び同経費の支出について
9,198

福島区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員選挙用　養生シートの購入及び同経費の支出について
197,925

福島区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員選挙用　投光器の借上及び同経費の支出について
27,300

福島区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員選挙用　従事職員宿泊用寝具の借上及び同経費の支出について
14,962

福島区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事業用消耗品の購入経費の支出について（キーファイル　外１９点）
46,200

福島区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年7月分(6回目)　小口支払基金繰入金の支出について
598

福島区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 平成25年7月分(6回目)　小口支払基金繰入金の支出について
17,760

福島区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員選挙にかかる投票管理者及び立会人の昼食・夕食弁当配達にかかる経費の支出について
181,500

福島区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 平成25年7月21日執行参議院議員通常選挙開票業務にかかる深夜帰宅用タクシー代の支出について
5,300

福島区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 参議院議員選挙用　投票所資材搬入搬出作業用自動車の借上及び同経費の支出について
200,000

福島区役所 総務課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区政会議用等修正テープ外９点の購入経費の支出について
9,870

福島区役所 総務課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区政会議用等修正テープ外９点の購入経費の支出について
7,255
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福島区役所 総務課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 区庁舎設備維持用 福島区役所地下駐車場精算機液晶表示部の修理経費の支出について
188,874

福島区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に係る謝礼金の支出について（平成25年7月分）
55,000

福島区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 特別支援サポート事業に係る謝礼金の支出について（平成25年7月分）
65,000

福島区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 特別支援サポート事業に係る謝礼金の支出について（平成25年7月追加分）
9,000

福島区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 特別支援サポート事業に係る謝礼金の支出について（平成25年6月追加分）
4,000

福島区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙にかかる報酬ならびに民間従事者への報償金の支出について
925,600

福島区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院議員通常選挙にかかる報酬ならびに民間従事者への報償金の支出について
369,958

福島区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 参議院議員選挙用　投票所巡視・投票箱送致用タクシーの借上経費の支出について
146,000

福島区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年4～7月分　窓口サービス課用電子レジスター保守点検業務委託料の支出について
11,109

福島区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年7月分　福島区役所庁内情報利用端末機等一式長期借入経費の支出について（平成25年3月～平成29年2月）
24,465

福島区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度7月分　福島区役所宿日直用寝具一式の借入経費の支出について
9,765

福島区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年7月分　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成25年3月～平成29年2月）
15,499

福島区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」企画編集にかかる委託料の支出について（平成25年5月号～平成26年4月号）（８月号）
97,125

福島区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年7月分　区役所事業用コピー代金の支出について
94,726

福島区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年7月分　区役所事業用コピー代金の支出について
18,598

福島区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分　窓口サービス課・総務課用後納郵便料金の支出について
71,840

福島区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分　児童・高齢者虐待連絡用携帯電話料金の支出について
2,986

福島区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分　区役所事業用電話料金の支出について（機械警備分）
1,159

福島区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年7月分　庁舎維持管理用一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について
7,578

福島区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年7月分　大阪市福島区役所庁舎清掃業務委託長期継続経費の支出について（平成25年3月契約分）
462,000

福島区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年7月分　庁舎維持管理用産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について
4,357

福島区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成25年7月分　総務課・参議院議員選挙用市内出張交通費の支出について
12,460

福島区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 旅費　普通旅費 平成25年7月分　総務課・参議院議員選挙用市内出張交通費の支出について
2,220

福島区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年8月分　小口支払基金繰入金の支出について
4,558

福島区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年8月分　小口支払基金繰入金の支出について
850

福島区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年8月分　小口支払基金繰入金の支出について
1,920

福島区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成25年8月分　小口支払基金繰入金の支出について
500

福島区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区役所敷地内植栽剪定及び病害虫防除業務委託料の支出について
210,000

福島区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年7月分　福島区窓口案内員派遣業務委託料の支出について
156,068

福島区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成25年8月分　小口支払基金繰入金の支出について
4,480

福島区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（７月分）
2,240

福島区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター用郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（７月分）
18,430

福島区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（７月分）
20,095

福島区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務にかかる後納郵便料金（７月分）の支出について
3,120

福島区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務にかかる後納郵便料金の支出について（その他）
132,810

福島区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務にかかる後納郵便料金の支出について（お知らせはがき）
1,826,070

福島区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙 個人演説会公営費用の支出について
20,150

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（7月分2回目･口座払）
250,861

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費支払準備金の支出について（８月分）
150,000

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支払準備金の支出について（８月分）
450,000

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(退職)の支出について（7月分1回目･口座払）
21,521

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（一般分）平成25年8月分の支出について
100,000

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（退職分）平成25年8月分の支出について
20,000

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険　葬祭費の支出について（7月分2回目・口座払）
200,000

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険　出産育児一時金の支出について(7月分2回目・口座払)
19,175

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金口座払いの支出について
615,530

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分　小口支払基金繰入金の支出について
8,000

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保険年金担当における市内出張交通費の支出について（平成２５年７月分）
880
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福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当における市内出張交通費の支出について（平成２５年７月分）
240

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 平成25年7月分　保険年金事業用コピー料金の支出について
5,850

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用純正トナー外２０点の購入及び同経費の支出について
20,055

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 役務費　通信運搬費 住民票コード通知票送付にかかる郵便料金の支出について（平２５年７月発送分）
269,920

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用純正トナー外２０点の購入及び同経費の支出について
95,203

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 保険年金事務用純正トナー外２０点の購入及び同経費の支出について
20,055

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（8月分1回目･口座払）
361,834

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(退職)の支出について（8月分1回目･口座払）
16,632

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金口座払いの支出について
998,377

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金口座払いの支出について
2,182

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍及び住民登録事務用消耗品（Ｄリングファイル等）の購入について
26,617

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険事務用後納郵便経費の支出について（平成25年7月分）
2,720

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険事務用後納郵便経費の支出について（平成25年7月分）
184,647

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険事務用後納郵便経費の支出について（平成25年7月分）
475,809

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険事務用後納郵便経費の支出について（平成25年7月分）
2,242,106

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当後期高齢者医療保険事務用後納郵便経費の支出について（平成25年7月分）
9,130

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当後期高齢者医療保険事務用後納郵便経費の支出について（平成25年7月分）
9,035

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当国民健康保険事務用後納郵便経費の支出について（平成25年7月分）
21,186

福島区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険給付費返還金過誤納付分還付金の支出について
11,835

福島区役所 市民協働課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福島区フラワードーロ事業にかかるマリーゴールド外1点購入の支出について
27,090

福島区役所 市民協働課 平成25年08月06日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 役務費　共済保険料 電気自動車からの電気供給のよる避難所の停電対策事業にかかる日産リーフ自動車損害共済保険料の支払について
26,713

福島区役所 市民協働課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 防災リーダー技術訓練用食糧費（ペットボトル）の購入について
16,800

福島区役所 市民協働課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度区長杯ソフトボール大会開催にかかる会場使用料の支出について
24,000

福島区役所 市民協働課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 生涯学習地域交流事業「ステップワンステージ」にかかるイベント会場用物品借入の支出について
394,275

福島区役所 市民協働課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分６回目）
464

福島区役所 市民協働課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分６回目）
3,476

福島区役所 市民協働課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分６回目）
384

福島区役所 市民協働課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分６回目）
2,415

福島区役所 市民協働課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分６回目）
15,000

福島区役所 市民協働課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 打ち水大作戦周知ポスターの制作にかかる印刷製本費の支出について
49,500

福島区役所 市民協働課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,980

福島区役所 市民協働課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
248

福島区役所 市民協働課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,920

福島区役所 市民協働課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
552

福島区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルームにかかる講師謝礼の支出について（7月分）
79,000

福島区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課職員市内出張交通費の支出について(平成２５年７月分)
17,542

福島区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援担当にかかる後納郵便料金の支出について（平成25年7月分）
2,700

福島区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（７月分）
2,000

福島区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（７月分）
720

福島区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり担当業務にかかる通信運搬費の支出について（7月分）
2,240

福島区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり担当業務にかかる通信運搬費の支出について（7月分）
220

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
46,560

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
86,670

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２５年７月分ＢＣＧにかかる医師報償金の支出について
24,270

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費（特別保育用８月分）の支出について
10,000

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（きららえびえ）6月分
938,950

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立野田保育所消耗品費（通常保育用８月分）の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費（通常保育用８月分）の支出について
30,000
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福島区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
4,738

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（はぐくみ）6月分
571,750

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,250

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,950

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
8,570

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
7,540

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（６月分）
1,000

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
2,100

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務の業務にかかる消耗品の購入について
23,878

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
73,500

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかるオムツ代の支出について（６月分）
3,680

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかるオムツ代の支出について（５月分）
6,326

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（６月分）
4,567

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（７月分）
25,874

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（７月分）
27,824

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費及び教材費の支出について（４月～７月分）
51,486

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費及び教材費の支出について（４月～７月分）
81,877

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成25年６月分保健福祉課事務用コピー代金支出について
28,430

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度　重度障がい者医療費療養費８月支給分の支出について
207,142

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
70,730

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度　一部負担金相当額等一負助成費８月支給分の支出について
5,884

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度　こども医療費療養費８月支給分の支出について
113,886

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度　ひとり親家庭医療費療養費８月支給分の支出について
10,952

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年７月分ハッピーママプレママ応援計画の推進事業にかかる報償金の支出について
10,400

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
38,938

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
200,449

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成２５年７月分健康づくり展げる講座用講師料の支出について
24,540

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 後見人等報酬助成金の支出について
410,000

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン・イベント用事務用品購入経費の支出について
5,418

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
22,474

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
44,162

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
20,291

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ハッピーママ＆プレママ用幼児用玩具購入経費の支出について
7,245

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
12,188

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,956

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,800

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
3,580

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
10,895

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
387

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
3,832

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
600

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
9,600

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度　重度障がい者医療費療養費８月支給分の支出について（その２）
166,540

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,680

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,778

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成25年７月分地域健康講座（壮年）講師料の支出について
7,540
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福島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
274

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
400

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度　こども医療費療養費８月支給分の支出について（口座不能分）
84,433

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度　こども医療費療養費８月支給分の支出について（その２）
109,630

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成25年7月分乳幼児健診等にかかる報償金の支出について
311,570

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,385

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
3,600

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
800

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,900

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（６月分）
6,416

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
189,630

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかるオムツ代の支出について（５月分）
4,540

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
36,000

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
17,600

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
234,000

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかるオムツ代の支出について（６月分）
20,900

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
215,100

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉普及啓発事業講師謝礼金の支出について
25,050

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料平成25年7月分の支出について
38,400

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 健康づくり展げる講座及び介護予防地域健康講座用事務用品購入経費の支出について
16,175

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
8,343

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
47,250

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
44,393

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
16,480

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
47,250

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２５年７月分）
480

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２５年７月分）
6,490

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる家財処分料の支出について
118,545

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる教材代及び給食費の支出について（６～７月分）
53,254

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
174,605

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区役所庁舎を活用した子育て支援事業にかかる講師謝礼７月分の支出について
43,260

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
86,280

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
26,310

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 厚生統計調査用住宅地図購入経費の支出について
8,610

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用自転車の購入経費の支出について
41,200

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（６月分）
20,900

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
81,535

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる９月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
5,769,009

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる９月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
3,719,357

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる９月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
60,620

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護介護扶助にかかる住宅改修費用の自己負担金の支出について
10,500

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護介護扶助にかかる住宅改修費用の自己負担金の支出について
20,000

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
1,050

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる９月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
100,000

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,000
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福島区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる９月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
100,000

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立野田保育所賄材料費（８月分）の支出について
638,156

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立海老江保育所賄材料費（８月分）の支出について
876,625

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる８月定例払い・随時払い（２回目）保護費の支出について
600,000

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる８月定例払い・随時払い（２回目）保護費の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 CAP大人ワークショップにかかる損害保険料の支払いについて
1,890

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
195,180

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
29,849

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
20,350

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,750

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
12,926

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
55,826

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（６月分）
20,900

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
150,675

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
29,870

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度　重度障がい者医療費療養費８月支給分の支出について（その３）
118,560

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
3,680

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
30,100

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度　一部負担金相当額等一負助成費８月支給分の支出について（その２）
218,709

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度　こども医療費療養費８月支給分の支出について（その３）
222,614

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度　ひとり親家庭医療費療養費８月支給分の支出について（その２）
17,498

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成25年7月分各種保健事業用等市内出張交通費の支出について
2,680

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成25年7月分）
80

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成25年7月分）
250

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
80

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（受取人払）
1,330

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
1,060

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
6,310

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
32,105

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
1,840

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
46,190

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
1,400

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成25年７月分介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について（差出人払い）
1,980

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
720

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務にかかる消耗品の購入経費の支出について
9,586

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務にかかる料金後納郵便代金の支出について（７月分）
131,632

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,000

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,000

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,250

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成25年7月分）
260

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成25年7月分）
500

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 平成25年7月分各種保健事業用等市内出張交通費の支出について
1,390

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成25年7月分）
1,040

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成25年7月分）
25,290

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成25年7月分）
1,360

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
2,180

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成25年7月分）
3,140

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
31,520
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福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
7,280

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成25年7月分）
160

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
6,370

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（はぐくみ）7月分
571,750

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業委託料の支出について（きららえびえ）7月分
938,950

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
72,188

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について(平成25年7月分）
10,970

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
2,730

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成25年７月分介護保険高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について（受取人）
10,080

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成25年７月分介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について（差出人払い）
80,260

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成25年７月分介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について（差出人払い）
1,380

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成25年７月分介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について（差出人払い）
350

福島区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成25年７月分介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について（差出人払い）
4,000

此花区役所 総務課 平成25年08月06日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 （参議院議員通常選挙用）バリアスロープの購入費用の支出について
7,040

此花区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市大正区・港区・此花区役所庁舎清掃業務委託料の支出について（4月～6月分）
1,080,290

此花区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市大正区・港区・此花区役所庁舎清掃業務委託料の支出について（4月～6月分）
980,665

此花区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市大正区・港区・此花区役所庁舎清掃業務委託料の支出について（4月～6月分）
684,340

此花区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年６月分　コピー代金の支出について（請求書６通）
113,649

此花区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 此花区役所　３階相談室電気配線改修工事にかかる経費の支出について
8,925

此花区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 此花区役所　３階相談室　照明及びエアコン設置工事にかかる経費の支出について
140,636

此花区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分　３４～４９）
1,800

此花区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分　３４～４９）
4,100

此花区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分　３４～４９）
1,500

此花区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分　３４～４９）
9,000

此花区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分　３４～４９）
11,754

此花区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分　３４～４９）
9,695

此花区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分　３４～４９）
3,500

此花区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分　３４～４９）
3,360

此花区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 カラ―プリンター保守業務委託料の支出について（５月分）
4,305

此花区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 カラ―プリンター保守業務の委託料の支出について（６月分）
4,305

此花区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 カラ―プリンター保守業務の委託料の支出について（４月分）
4,305

此花区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 （参議院議員選挙用）期日前用ロッカー鍵の購入費用の支出について
630

此花区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張旅費　６月分【総務課・市民協働課・住民情報・保険年金】の支出について
35,640

此花区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 旅費　普通旅費 市内出張旅費　６月分【総務課・市民協働課・住民情報・保険年金】の支出について
5,500

此花区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 （参議院議員選挙用）再生トナーの購入費用の支出について
8,925

此花区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について　７月分
909,989

此花区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について　７月分
8,516

此花区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 日本国旗の購入について
3,780

此花区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 （参議院議員選挙用）投票所必要物品の買入費用の支出について
194,297

此花区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙にかかる養生シートの購入費用の支出について
77,700

此花区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 （参議院議員選挙用）投票所必要物品の購入費用の支出について
6,394

此花区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 （参議院議員選挙用）投票所必要物品の購入費用の支出について
6,174

此花区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 （参議院議員選挙用）再生トナーの購入費用の支出について
60,900

此花区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 （参議院議員選挙用）投票所必要物品の購入費用の支出について
4,515

此花区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 （参議院議員選挙用）投票所従事者用弁当購入にかかる経費の支出について（選挙当日）
122,100

此花区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 （参議院議員選挙用）期日前投票所従事者用弁当購入経費の支出について
79,200

此花区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 （参議院議員選挙用）宿直職員用寝具の借上費用の支出について
7,350

此花区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 （参議院議員選挙）投票所施設の借上げ経費の支出について
40,000
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此花区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 （参議院議員選挙用）投票所必要物品の借上にかかる経費の支出について
55,230

此花区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 （参議院議員選挙用）投票所仮設照明器具の借上費用の支出について
150,675

此花区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 投開票所資材搬入・搬出に伴うトラックの賃借料の支出について
256,200

此花区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 此花区役所　玄関前散水設備修繕業務にかかる経費の支出について
50,400

此花区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張旅費　７月分【総務課・市民協働課・窓口サービス課・保健福祉課】の支出について
35,850

此花区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所　産業廃棄物収集運搬業務委託手数料の支出について（７月分）
5,622

此花区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 カラ―プリンター保守業務委託にかかる経費の支出について（７月分）
4,305

此花区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 映像戦略によるこのはな魅力発信事業にかかる機械器具購入経費の支出について
136,500

此花区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院選挙　投票立会人報酬の支払いについて
256,800

此花区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員選挙　期日前投票管理者報酬の支出について
188,700

此花区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員選挙　期日前投票立会人報酬の支払いについて
308,900

此花区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員選挙　開票立会人報酬の支出について
105,600

此花区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員選挙　投票管理者報酬の支出について
151,200

此花区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院議員選挙　民間事務従事者報酬の支払いについて
431,784

此花区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院議員選挙　手話通訳者報酬の支出について
25,350

此花区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 旅費　普通旅費 市内出張旅費　７月分【総務課・市民協働課・窓口サービス課・保健福祉課】の支出について
2,930

此花区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 （参議院議員選挙用）投・開票事務従事者宿泊施設使用にかかる経費の支出について
82,500

此花区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年７月分　コピー代金の支出について（請求書６通）
180,489

此花区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料の支出について（平成２５年７月分）
7,560

此花区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料の支出について（平成２５年７月分）
400

此花区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（総務課用）の支出について（平成25年7月分）
1,840

此花区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所窓口案内人従事者派遣にかかる経費の支出について
145,180

此花区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所　一般廃棄物収集運搬業務委託手数料の支出について（７月分）
4,699

此花区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（常時啓発・参議院議員通常選挙）の支出について（平成25年7月分）
4,950

此花区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（常時啓発・参議院議員通常選挙）の支出について（平成25年7月分）
1,781,550

此花区役所 市民協働課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業にかかる物品の購入経費の支出について
260,400

此花区役所 市民協働課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全業務にかかる消耗品購入経費の支出について（ポケットティシュ）
100,800

此花区役所 市民協働課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 このはな環境創造プロジェクト事業にかかる印刷経費の支出について
22,050

此花区役所 市民協働課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 人権啓発推進事業にかかる保険料の支出について
10,500

此花区役所 市民協働課 平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 此花区地域安全防犯事業にかかる消耗品の購入経費の支出について（ポロシャツ）
5,943

此花区役所 市民協働課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 此花けん玉道場にかかる報償金の支出について（平成２５年４～６月分）
70,000

此花区役所 市民協働課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）事業にかかる講師謝礼金の支出について（６月分）
10,000

此花区役所 市民協働課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年度　２５～２８）
5,520

此花区役所 市民協働課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年度　２５～２８）
9,000

此花区役所 市民協働課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年度　２５～２８）
3,900

此花区役所 市民協働課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度此花区コミュニティ育成事業にかかる委託料の支出について（７月請求分）
4,971,682

此花区役所 市民協働課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年　３０）
18,240

此花区役所 市民協働課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年　２９）
1,500

此花区役所 市民協働課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車両の法定点検にかかる経費の支出について
8,400

此花区役所 市民協働課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 全地域での防災訓練実施支援事業にかかる消耗物品の購入経費の支出について
80,850

此花区役所 市民協働課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯対策事業にかかる物品の購入経費の支出について
15,482

此花区役所 市民協働課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯事業に係る電話料金の支出について（平成２５年７月分）
7,128

此花区役所 市民協働課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 此花けん玉道場にかかる報償金の支出について（平成２５年５．６月分）
8,979

此花区役所 市民協働課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 校区教育協議会－はぐくみネット－事業にかかる講師謝礼金の支出について（６月分）
13,470

此花区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業　サポーター報償金の支出について（７月分）
86,320

此花区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料の支出について（平成２５年７月分）
720

此花区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料の支出について（平成２５年７月分）
2,650

此花区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料の支出について（平成２５年７月分）
930
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此花区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料の支出について（平成２５年７月分）
90

此花区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料の支出について（平成２５年７月分）
2,960

此花区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 西九条防災訓練にかかる行事保険料の支出について
20,100

此花区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 桜島地域防災訓練にかかる行事保険料の支出について
6,700

此花区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーボランティア保険料の支出について
1,200

此花区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 このはな環境創造プロジェクト事業にかかる機材レンタル経費の支出について
37,800

此花区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 此花区「第１回ヒューマンセミナー」映画上映用ＤＶＤ借用及び同所要経費の支出について
156,550

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成25年8月分　葬祭費の資金前渡の支出について
50,000

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成25年8月分　出産育児一時金の資金前渡の支出について
1,680,000

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料に係る還付金　８月分支払資金の支出について
30,000

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料に係る還付金　８月分支払資金の支出について
20,000

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張旅費の支出について（６月分）
460

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 コピー代金（６月分）の支出について
683

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 コピー代金（６月分）の支出について
2,049

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張旅費の支出について（６月分）
400

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 コピー代金（６月分）の支出について
3,416

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
192,018

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月07日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 コピー代金（６月分）の支出について
683

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費・一般（平成25年2月～7月）の支出について
235,622

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成25年7月分　葬祭費の支出について
250,000

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成25年7月分　出産育児一時金の支出について
840,000

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
3,744

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
42,744

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費・一般（平成23年7月～平成25年7月分）の支出について
315,247

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成25年7月分　葬祭費の支出について
150,000

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成25年7月分　出産育児一時金の支出について
121,223

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費・退職（平成25年7月分）の支出について
26,460

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（７月分）の支出について
1,210

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（７月分）の支出について
198,134

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（７月分）の支出について
951,081

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
63,684

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（７月分）の支出について
2,098,867

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（７月分）の支出について
21,111

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （住民情報担当用）住民情報端末システムプリンタトナーカートリッジの購入経費の支出について
182,700

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 コピー代金（７月分）の支出について
1,041

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 コピー代金（７月分）の支出について
3,124

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 コピー代金（７月分）の支出について
5,213

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（７月分）の支出について
36,495

此花区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 コピー代金（７月分）の支出について
1,041

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（特別保育用８月分）
10,000

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（平成25年８月分）
30,000

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（平成25年8月分）
30,000

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月02日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子寡婦福祉資金貸付金の支出について
106,000

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
69,360

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
22,896

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用消耗品（付箋等）購入経費の支出について
14,490

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用消耗品（両開き保管庫）購入経費の支出について
118,755
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此花区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２５年６月分　コピー代金（単価契約）の支出について
9,077

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用飲み物代の支出について
17,388

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 地域包括支援センター運営協議会飲み物代の支出について
1,738

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 平成25年度　介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
10,000

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 このはな長生きプラン健康講座にかかる講師謝礼の支出について
5,020

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
19,703

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
30,266

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
48,930

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用消耗品（庁内端末リサイクルトナー）購入経費の支出について
12,600

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用消耗品（総合福祉システムリサイクルトナー）購入経費の支出について
50,400

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料の支出について
52,500

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
257,752

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
383,300

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
261,283

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
9,200

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
461,290

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
12,239

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
224,618

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
58,920

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
85,380

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
215,400

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
890,570

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種医師報償金の支出について（ＢＣＧ平成２５年７月分）
24,270

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
700

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
12,960

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,600

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 生活保護法施行事務用自転車パンク修理（タイヤチューブ交換）経費の支出について
5,000

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 生活保護法施行事務用自転車パンク修理代の支出について
800

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,319

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,290

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
4,940

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
51,500

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業（ストマ等）経費の支出について
22,550

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師料の支出について（６月分）
18,460

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業にかかる経費の支出について（６月分）
9,860

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 １歳6カ月児健診報償金の支出について（７月分）
61,140

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３ヶ月児健診報償金の支出について（７月分）
24,270

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦健診報償金の支出について（７月分）
30,570

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診報償金の支出について（７月分）
79,110

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課　市内出張交通費の支出について（4～6月分）
1,020

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
42,024

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
76,300

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
51,438

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課　市内出張交通費の支出について（4～6月分）
460

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 ７月分市内出張交通費の支出について
4,020

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課　市内出張交通費の支出について（4～6月分）
2,400

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 保健福祉課　市内出張交通費の支出について（4～6月分）
350

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
600
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此花区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
9,270

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
9,270

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
68,250

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊娠検査料の支出について
1,750

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
130,180

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
160,914

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
2,016

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費の支出について
14,200

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費の支出について
7,161

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
21,590

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
376,259

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による診療費等の支出について
100,000

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
76,150

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
221,730

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（壮年）講師報償金の支出について（２５年７月分）
21,800

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,200

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,400

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 庁内情報パソコンプリンター用再生トナー購入経費の支出について
21,525

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
10,866

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
228,504

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
17,716

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
149,068

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
4,700

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
600

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
4,200

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費９月分資金前渡金の支出について
14,000,000

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費９月分資金前渡金の支出について
6,000,000

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費９月分資金前渡金の支出について
200,000

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費９月分資金前渡金の支出について
800,000

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
483,980

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
53,820

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
112,009

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立高見町保育所賄材料費の支出について（平成25年8月分）
727,626

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立酉島保育所賄材料費の支出について（平成25年8月分）
634,800

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
17,800

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業（ストマ等）の支出について
56,410

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域健康講座（壮年）にかかる印刷製本経費の支出について　　　　　　　　　　　　　（生活習慣病予防啓発リーフレット）
55,965

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費（平成25年8月13日支払帳票作成分）の支出について
851,799

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について
43,790

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費（平成２５年８月１５日支払帳票作成分）の支出について
211,731

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
224,481

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
172,834

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
154,700

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
238,269

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
1,344

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
11,700

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
38,240

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
152,335
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此花区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費（平成２５年８月１５日支払帳票作成分）の支出について
64,397

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費（平成２５年８月１５日支払帳票作成分）の支出について
155,993

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（７月分）の支出について
2,520

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（７月分）の支出について
1,380

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２５年７月分）の支出について
2,030

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
3,480

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
7,040

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
7,080

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
3,820

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
8,950

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
240

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書料の支出について
5,250

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
3,680

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
800

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
39,608

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料７月分の支出について
21,090

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料７月分の支出について
228,480

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２５年度コホート検討会参画医師報償金の支出について(第１回目)
11,360

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２５年７月分）の支出について
320

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２５年７月分）の支出について
220

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２５年７月分）の支出について
720

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（７月分）の支出について
960

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２５年７月分）の支出について
1,680

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２５年７月分）の支出について
12,100

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２５年７月分）の支出について
800

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師料の支出について（７月分）
27,360

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業費の支出について（７月分）
9,860

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２５年７月分）の支出について
1,120

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
2,890

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２５年７月分）の支出について
250

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２５年７月分）の支出について
12,780

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
52,556

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
8,960

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
3,340

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,680

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２５年７月分）の支出について
160

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
69,092

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
2,600

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用　後納郵便料（平成２５年７月分）の支出について
11,160

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
2,890

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険　後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
72,574

此花区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　保健福祉課（福祉）事業用　後納郵便料の支出について
90

中央区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（６月分）
18,006

中央区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（区まち７月分２回目・内訳書決議番号208
314

中央区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（区まち７月分２回目・内訳書決議番号208
314

中央区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（区まち７月分２回目・内訳書決議番号208
314

中央区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（区まち７月分２回目・内訳書決議番号208
314

中央区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（区まち７月分２回目・内訳書決議番号208
314
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中央区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（区まち７月分２回目・内訳書決議番号208
314

中央区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所ケーブルテレビ使用料（６月分）の支出について
3,675

中央区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 中央区役所１階ガス給湯器取替工事の実施並びに同経費の支出について
31,055

中央区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 中央区役所１階ガス給湯器取替工事の実施並びに同経費の支出について
7,245

中央区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙にかかる民間従事者の報酬・報償金・費用弁償の支出について
1,065,600

中央区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院議員通常選挙にかかる民間従事者の報酬・報償金・費用弁償の支出について
533,044

中央区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 旅費　費用弁償 参議院議員通常選挙にかかる民間従事者の報酬・報償金・費用弁償の支出について
1,200

中央区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 旅費　普通旅費 参議院議員通常選挙事務にかかる市内出張交通費の支出について
13,390

中央区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員選挙事務にかかる消耗品等の購入並びに同経費の支出について
88,887

中央区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員選挙事務にかかるビニールシートの購入並びに同経費の支出について
118,650

中央区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員選挙事務にかかる消耗品等の購入並びに同経費の支出について
80,813

中央区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員選挙事務にかかる消耗品等の購入並びに同経費の支出について
5,439

中央区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙事務従事者用（選挙当日分）弁当の調達の実施並びに同経費の支出について
141,900

中央区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙事務従事者用（期日前投票）弁当の調達の実施並びに同経費の支出について
79,200

中央区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　印刷製本費 参議院議員選挙事務にかかる南投票所変更案内チラシの作成並びに同経費の支出について
15,750

中央区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員選挙事務にかかる宿泊用寝具借上業務の実施並びに同経費の支出について
11,000

中央区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員選挙事務にかかる宿泊施設借上業務の実施並びに同経費の支出について
191,800

中央区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員選挙事務にかかる工場扇借上業務の実施並びに同経費の支出について
51,450

中央区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 参議院議員選挙事務にかかる自動車借上業務の実施並びに同経費の支出について
315,000

中央区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（７月分）
5,662

中央区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（７月分）
507

中央区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（７月分）
177

中央区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 中央区広報紙「広報ちゅうおう」企画編集及び印刷業務委託（平成25年5月号～平成26年4月号）の実施並びに同経費の支出について（7月号）
760,939

中央区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）契約の締結並びに同経費の支出について（7月分）
464,624

中央区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎管理用中央区総合庁舎一般廃棄物収集運搬業務の経費の支出について（7月分）
9,845

中央区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用庁内情報端末賃借業務の実施並びに同経費の支出について（7月分）
4,221

中央区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所デジタル印刷機長期借入の実施並びに同経費の支出について（7月分）
9,240

中央区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 中央区内公共施設設置防犯カメラ保守点検管理業務委託の実施並びに同経費の支出について（7月分）
131,250

中央区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（７月分）
351,984

中央区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（７月分）
180,027

中央区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区広報紙「広報ちゅうおう」の全戸配布業務委託（概算契約）（平成25年4月号～平成26年3月号）の実施並びに同経費の支出について（7月号分）
1,039,374

中央区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎管理用中央区総合庁舎産業廃棄物収集運搬処理業務の経費の支出について（7月分）
14,991

中央区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（７月分）
19,215

中央区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（７月分）
9,828

中央区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（７月分）
3,439

中央区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（７月分）
6,725

中央区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（７月分）
22,266

中央区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会受講及び同経費の支出について
14,120

中央区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区役所事務用弁護士相談にかかる報償金の支出について
5,250

中央区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料７月分の支出について（市外）
279,386

中央区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料７月分の支出について（市外）
25,056

中央区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料７月分の支出について（市外）
8,769

中央区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（運営）事務用コピー代金の支出について（７月分）
12,534

中央区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー代金の支出について（７月分）
21,133

中央区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー代金の支出について（７月分）
20,033

中央区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙事務用コピー代金の支出について（７月分）
32,364

中央区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員選挙事務にかかる南投票所施設借上業務の実施並びに同経費の実施について
300,000

中央区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 参議院議員選挙事務にかかるタクシー借上業務の実施並びに同経費の支出について
105,720
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中央区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 中央区災害対策用職員住宅にかかる賃貸借の実施並びに同経費の支出について（9月分）
179,000

中央区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 中央区マスコットキャラクター「ゆめまるくん」にかかる消耗品の購入について
200,319

中央区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用切手の購入並びに同経費の支出について
106,000

中央区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 中央区広報紙「広報ちゅうおう」企画編集及び印刷業務委託（平成25年5月号～平成26年4月号）の実施並びに同経費の支出について（8月号）
451,852

中央区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用料金後納郵便７月分の支出について
150,370

中央区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（７月分）
1,760

中央区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（７月分）
890

中央区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会７月分）の支出について
3,120

中央区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会７月分）の支出について
1,539,010

中央区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会南郵便局７月分）の支出について
1,166,630

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２５年８月分国民健康保険出産一時金及び葬祭費の支出について
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２５年８月分国民健康保険出産一時金及び葬祭費の支出について
450,000

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金　一般８月分の支出について
300,000

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金　マル退８月分の支出について
30,000

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険徴収事務用コピー代金の支出について（６月分）
9,473

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について
575,320

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
89,872

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分・決議番号５０３）
3,200

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について
460,544

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について
92,068

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について
20,223

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月21日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 後期高齢医療保険にかかる市内出張交通費（７月分）の支出について
1,080

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について
265,310

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出マル退）の支出について
14,343

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
196,668

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について
529,000

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 電子レジスター保守業務委託料（平成２５年４月～平成２５年７月分）の支払いについて
18,515

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険および後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
7,370

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２５年度外国人住民の入学申請書の就学通知事務にかかる通知書発送用料金後納郵便の支出について（７月分）
3,510

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 役務費　通信運搬費 外国人住民への住民票コード通知の外国人登録事務にかかる通知表発送用料金後納郵便の支出について（７月分）
1,536,010

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
55,060

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
167,114

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険資格・賦課事務用受取人払郵便料金の支出について（７月分）
105,915

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険および後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
508,982

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用受取人払郵便料金の支出について（７月分）
38,660

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
687,144

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険および後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
1,064,612

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
1,129,058

中央区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険および後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
8,340

中央区役所 市民協働課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度コミュニティ育成事業業務委託料（第２回目）の支出について
4,075,023

中央区役所 市民協働課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立中央区民センター及び大阪市立中央会館管理業務代行料（平成25年第２四半期分）について
8,569,423

中央区役所 市民協働課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市中央区地域活動協議会活動費補助事業にかかる補助金の支出について
21,094,236

中央区役所 市民協働課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策関係事業の落書き消去活動支援にかかる落書き消去スプレー等の支出について
90,825

中央区役所 市民協働課 平成25年08月14日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分・内訳書決議番号１０６）
150

中央区役所 市民協働課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 中央区人権啓発推進協議会総会の実施に伴う同行援護に係る謝礼金の支出について
7,123

中央区役所 市民協働課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 PTA・社会教育関係団体対象学習会助成事業（人権教育充実事業）　大阪市立中大江幼稚園PTA主催に係る講師謝礼金の支出について
8,600
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中央区役所 市民協働課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯関係事業にかかる単価契約に基づくコピー代金の支出について（６月分）
26,288

中央区役所 市民協働課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年度「市民協働で環境浄化に取り組むみんなでクリーン！ゆめちゅうおう」の消耗品購入にかかる支出について
330,697

中央区役所 市民協働課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市中央区地域活動協議会活動費補助事業にかかる補助金の支出について
10,096,903

中央区役所 市民協働課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市中央区地域活動協議会活動費補助事業にかかる補助金の支出について
17,854,829

中央区役所 市民協働課 平成25年08月19日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 中央区民センター地下１階エレベーター室床置空調機更新工事の支出について
997,500

中央区役所 市民協働課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度　発達障がいサポート事業に伴うサポーターに係る報償費の支出について（７月分）
142,120

中央区役所 市民協働課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯関係事業にかかる単価契約に基づくコピー代金の支出について（７月分）
19,384

中央区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車両（電気自動車）の法定点検にかかる経費の支出について
8,400

中央区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度　市民協働型自転車利用適正化事業「Do!プラン」（現地啓発・整理・指導分）にかかる業務委託料（７月分）の支出について
776,825

中央区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市中央区地域活動協議会活動費補助事業にかかる補助金の支出について
1,142,480

中央区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業用ウエットティッシュの購入にかかる支出について
77,700

中央区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策関係事業の落書き消去用白ウエス等の支出について
242,707

中央区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業にかかる料金後納郵便料金７月分の支出について
220

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（６月分）
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（６月分）
691

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（６月分）
613

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（６月分）
1,924

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（６月分）
251

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
61,604

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
6,901

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（６月分）
565

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成25年度市立保育所消耗品費（特別保育用）の支出について（８月分）
10,000

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（６月分）
681

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（６月分）
536

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（６月分）
3,018

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成25年度市立保育所消耗品費（通常保育用）の支出について（８月分）
30,000

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月01日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（６月分）
511

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（６月分）
63

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（６月分）
649

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業実施用白衣等洗濯手数料の支出について（６月分）
6,111

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
304,241

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
76,080

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
196,350

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
43,197

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
3,780

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
114,450

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費等）の支出について
85,542

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
26,165

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3か月児健診にかかる報償金の支出について（平成25年6月分）
72,810

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診にかかる報償金の支出について（平成25年6月分）
30,570

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診にかかる報償金の支出について（平成25年6月分）
140,750

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6か月児健診にかかる報償金の支出について（平成25年6月分）
79,110

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 4・5歳児発達障害相談にかかる報償金の支出について（平成25年6月分）
24,270

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
11,330

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
41,800

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業所等支援事業費（住宅改修支援費）の支出について
20,000

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（トンボスティックのり他３点）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（トンボスティックのり他３点）
3,000
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中央区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（トンボスティックのり他３点）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（トンボスティックのり他３点）
3,279

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（トンボスティックのり他３点）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）事業用消耗品の購入及び同経費の支出について（トンボスティックのり他３点）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見にかかる大阪市長審判請求の診断書料の支出について
3,150

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
203,651

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
7,107

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
26,200

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助（分娩費等）の支出について
29,500

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費の支出について
59,608

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第１四半期）の支払いについて
894,125

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分・内訳決議番号４１３・４１４・４１５・４１６・４１８）
20,000

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
23,836

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
28,482

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
33,870

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
18,449

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
17,823

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
28,917

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
51,450

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
49,350

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
9,900

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（住宅改修費）の支出について
1,869

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
28,540

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
14,550

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
2,280

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
15,862

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
40,000

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
11,200

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（長期入院患者診療報酬）の支出について
26,980

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
8,800

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
9,100

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
211,120

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分・内訳決議番号４１３・４１４・４１５・４１６・４１８）
2,167

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第１四半期）の支払いについて
836,625

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分・内訳決議番号４１３・４１４・４１５・４１６・４１８）
10,000

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分内訳決議番号４１７）
9,450

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分・内訳決議番号４１３・４１４・４１５・４１６・４１８）
7,200

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分・内訳決議番号４１３・４１４・４１５・４１６・４１８）
6,800

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
52,603

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
164,419

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（長期入院患者診療報酬）の支出について
52,540

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
19,012

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
48,620

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
300,000

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
250,659

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
40,363

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
34,822

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
9,150
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中央区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（福祉用具購入費）の支出について
7,980

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
16,650

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
13,450

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
81,576

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
30,800

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
3,605

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
22,500

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業及び生活技能訓練事業の実施並びに講師謝礼の支出について（７月分）
29,240

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（平成２５年５・６月分）の支出について
3,131

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業実施用白衣等洗濯手数料の支出について（７月分）
2,793

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度地域福祉見守り活動事業の実施並びに同経費の支出について（第２四半期分）
2,568,810

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
33,400

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（７月分）
525

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２５年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（７月分）
11,000

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 区地域自立支援協議会にかかる視覚障害者に対するガイドヘルパー派遣経費の支出について
8,896

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
17,160

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
17,800

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
43,430

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２５年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（７月分）
4,981

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２５年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（７月分）
8,119

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（７月分）
8,000

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
47,850

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
8,880

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障害者福祉サービス費・高額障害児施設給付費の支出について
25,824

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障害者福祉サービス費・高額障害児施設給付費の支出について
10,000

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障害者福祉サービス費・高額障害児施設給付費の支出について
36,107

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
306,800

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
31,035

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
7,800

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
9,870

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
41,800

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２５年９月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
22,000,000

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
143,800

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２５年９月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
12,500,000

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費等）の支出について
203,124

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費等）の支出について
136,094

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２５年９月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
180,000

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
17,980

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
6,000

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
42,750

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
2,400

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
6,150

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
24,320

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
5,380

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
8,450

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
15,740

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２５年９月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
80,000

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
13,500
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中央区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
53,454

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２５年９月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払い１回目）の支出について
500,000

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
4,336

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
44,560

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２５年度市立保育所にかかる給間食費の支出について（８月分）
1,004,341

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会委員報酬の支出について（中央区介護認定審査会委員連絡協議会分）
321,555

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 介護認定審査会委員費用弁償の支出について（中央区介護認定審査会委員連絡協議会分）
5,660

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障害者(児)補装具費の支出について
35,226

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
17,403

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
5,120

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
198,000

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
29,600

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
27,500

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障害者日常生活用具給付等にかかる支出について
42,200

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
21,118

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
2,200

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
10,670

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（診察・検査料）の支出について
11,250

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（７月分・東局分）
630

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 区地域自立支援協議会にかかる聴覚障害者に対する手話通訳派遣経費の支出について
4,000

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（７月分・東局分）
1,570

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（７月分・東局分）
2,460

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（７月分・東局分）
27,090

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費の支出について
92,254

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費（６５歳以上食事代）の支出について
308,900

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費の支出について
205,853

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（７月分・東局分）
10,710

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（７月分・東局分）
23,752

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（７月分・東局分）
480

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（７月分・南局分）
20,770

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（７月分・東局分）
4,200

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費の支出について
105,857

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（７月分）の支出について
71,915

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（７月分）の支出について
227,724

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（７月分）の支出について
69,480

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
47,878

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（福祉用具購入費）の支出について
1,659

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 ＤＯＴＳ事業（コホート検討）報償金（平成２５年６月分）
28,400

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（７月分）
2,550

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業にかかる報償金の支出について（平成25年7月分）
48,540

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる報償金の支出について（平成25年5月分）
6,300

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる報償金の支出について（平成25年7月分）
6,300

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（７月分）
480

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（７月分）
9,280

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（７月分・東局分）
3,490

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（７月分）
2,280

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（７月分・東局分）
320
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中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２５年度市立保育所消耗品費（特別保育用）の支出について（９月分）
10,000

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（７月分・東局分）
32,960

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（７月分・東局分）
8,100

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（７月分・東局分）
6,610

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（７月分・東局分）
5,360

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について（７月分）
485,150

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）の実施及び同経費の支出について（7月分）
1,137,425

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費の支出について
291,478

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（７月分・東局分）
800

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（７月分・南局分）
28,872

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（７月分・東局分）
820

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（７月分・東局分）
22,720

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について
21,031

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6か月児健診にかかる報償金の支出について（平成25年7月分）
79,110

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診にかかる報償金の支出について（平成25年7月分）
140,750

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3か月児健診にかかる報償金の支出について（平成25年7月分）
72,810

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診にかかる報償金の支出について（平成25年7月分）
30,570

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（７月分）
10,210

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２５年度市立保育所消耗品費（通常保育用）の支出について（９月分）
30,000

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（７月分・東局分）
3,390

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（７月分）の支出について
2,524

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
90,920

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
14,440

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（７月分）の支出について
1,721

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
1,690

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
400

中央区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（７月分・東局分）
2,960

西区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各課事務用コピー代の支出について（６月分）
103,050

西区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙投票事務用工場扇借入経費の支出について
89,292

西区役所 総務課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務連絡用市内出張交通費の支出について（６月請求分）
12,600

西区役所 総務課 平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度新聞未購読世帯への西区広報紙配布業務にかかる経費の支出について（平成２５年７月号）
59,983

西区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎維持管理用電気料金の支出について（７月分）
1,284,124

西区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙投票事務従事者用昼食弁当の調達並びに同経費の支出について
73,600

西区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙期日前投票従事者用弁当の調達並びに同経費の支出について
79,200

西区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙投票事務従事者用夜食弁当の調達並びに同経費の支出について
78,200

西区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙にかかる投票事務従事者宿泊施設の提供業務契約の締結並びに同経費の支出について
176,900

西区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙にかかる投票所事務従事者用寝具借入契約の締結並びに同経費の支出について
7,350

西区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙各投票所投票管理者・立会人報酬の支出について
511,200

西区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙期日前投票所投票管理者・立会人報酬の支出について
481,600

西区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙開票立会人報酬の支出について
105,600

西区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 投票所での手話通訳事務従事にかかる謝礼の支出について（3人3回分）
5,250

西区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院議員通常選挙手話通訳従事者報酬の支出について
23,600

西区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院議員通常選挙各投票所民間従事者報酬の支出について
515,548

西区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院議員通常選挙各投票所民間従事者報酬の支出について
11,994

西区役所 総務課 平成25年08月12日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 参議院議員通常選挙事務用タクシー借上げの実施並びに同経費の支出について
173,950

西区役所 総務課 平成25年08月12日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 参議院議員通常選挙事務用トラック借上げの実施並びに同経費の支出について
264,600

西区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
798

西区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 旅費　普通旅費 参議院議員通常選挙にかかる市内出張交通費の支出について
14,940
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西区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度西区広報紙企画編集業務にかかる支出について
120,750

西区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　消耗品費 「西区ブランド力向上事業～にし恋（来い）マルシェ～」スタートアップ支援業務の実施にかかる外付けHDD外２点の購入並びに同経費の支出について
14,658

西区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院議員通常選挙投票所民間従事者報酬の支出について（支出命令書番号1014の再振込分）
11,899

西区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用パソコン賃貸借契約の実施並びに同経費の支出について(7月分)
26,145

西区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報用カラープリンタ借入（再々リース）にかかる経費の支出について
768

西区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 西区役所庁舎内テレビ用ケーブルテレビ視聴にかかる業務の実施並びに同経費の支出について(7月分)
1,575

西区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる同経費の支出について(7月分)
4,305

西区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 「起業支援型地域雇用創造事業」公募型プロポーザル選定委員会（第1回～第3回）にかかる委員報償金の支出について
144,045

西区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 旅費　費用弁償 参議院議員通常選挙における開票立会人の費用弁償の支出について
200

西区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成２５年度西区広報紙折込業務にかかる経費の支出について（平成25年8月号）
217,381

西区役所 総務課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西区庁舎一般廃棄物運搬・処理業務(概算)にかかる経費の支出について（7月分）
11,102

西区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２５年度西区広報紙印刷業務にかかる経費の支出について（平成25年8月号）
191,791

西区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西区役所庁舎産業廃棄物搬出処理業務にかかる経費の支出について(7月分)
5,979

西区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障害者の就業訓練を目的とした西区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる経費の支出について（7月分）
373,275

西区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市災害対策用職員住宅賃貸契約料（西区長分）の支出について（９月分）
180,000

西区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各課事務用コピー代の支出について（７月分）
112,027

西区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（7月分）
920

西区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（7月分）
6,500

西区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（7月分）
200

西区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度新聞未購読世帯への西区広報紙配布業務にかかる経費の支出について（平成２５年８月号）
60,212

西区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 電子レジスター保守業務委託の実施並びに同経費の支出について（4～7月分）
11,109

西区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務並びに参議院議員通常選挙用料金後納郵便料金の支出について(７月分)
550

西区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務並びに参議院議員通常選挙用料金後納郵便料金の支出について(７月分)
3,360

西区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙開票立会人報酬の支出について（支出命令書番号938の再振込分）
8,800

西区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙期日前投票所投票管理者報酬の支出について（支出命令書番号941の再振込分）
11,033

西区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務並びに参議院議員通常選挙用料金後納郵便料金の支出について(７月分)
2,556,220

西区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２５年８月分国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支払資金の支出について
100,000

西区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２５年８月分国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支払資金の支出について
500,000

西区役所 窓口サービス課 平成25年08月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
125,992

西区役所 窓口サービス課 平成25年08月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険料の療養費（退職者）の支給について
4,830

西区役所 窓口サービス課 平成25年08月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
358,846

西区役所 窓口サービス課 平成25年08月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支給について
150,000

西区役所 窓口サービス課 平成25年08月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支給について
70,745

西区役所 窓口サービス課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約における経費の支出について（6月分）
2,731,050

西区役所 窓口サービス課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
20,000

西区役所 窓口サービス課 平成25年08月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
462,196

西区役所 窓口サービス課 平成25年08月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
456,968

西区役所 窓口サービス課 平成25年08月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
348,128

西区役所 窓口サービス課 平成25年08月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険料の療養費（退職者）の支給について
21,521

西区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当事務にかかる事務用品の購入並びに同経費の支出について
33,495

西区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録担当事務にかかる後納郵便料金の支出について（7月分）
96,850

西区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）7月分郵送料（発送用）の支出について
6,900

西区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学事務にかかる後納郵便料金の支出について
1,350

西区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 役務費　通信運搬費 住民票コード通知にかかる郵送料金の支出について
672,840

西区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用デジタル複写機、コピー料金（７月分）の支出について
10,755

西区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）７月分郵送料（文書発送用）の支出について
741,973

西区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）7月分郵送料（発送用）の支出について
356,998

西区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）7月分郵送料（収受用）の支出について
76,165
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西区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）７月分郵送料（文書収受用）の支出について
42,180

西区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）7月分郵送料（発送用）の支出について
2,099,368

西区役所 市民協働課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西区コミュニティ育成事業にかかる業務委託料の支出について（第１四半期）
1,807,871

西区役所 市民協働課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度大阪市西区地域活動協議会補助金の支出について
4,016,200

西区役所 市民協働課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年度生涯学習ルーム事業及び平成25年度「小学校区協議会－はぐくみネット事業－」にかかるＰＰＣ用紙外７点の購入経費の支出について
158,959

西区役所 市民協働課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼金の支出について（日吉小学校）
29,200

西区役所 市民協働課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年度西区学校体育施設開放事業にかかるベンチ外11点の購入並びに同経費の支出について
289,191

西区役所 市民協働課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策職員用長袖シャツ外４点の購入及び同経費の支出について
48,930

西区役所 市民協働課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策用携帯電話料金の支払いについて（７月分）
6,203

西区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車両（電気自動車）の法定点検並びに同経費の支出について
8,400

西区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区における人権啓発推進事業等にかかる郵送料について（７月分）
140

西区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区における人権啓発推進事業等にかかる郵送料について（７月分）
1,840

西区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
10,500

西区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
29,293

西区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
35,226

西区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,220

西区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,038

西区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品事業資金（特別保育）の支出について（平成25年8月分）
10,000

西区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育）の支出について（平成25年8月分）
60,000

西区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内交通費（６月分）の支出について
2,330

西区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用白衣洗濯手数料（６月分）
2,415

西区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業の支出について
359,708

西区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業の支出について
47,000

西区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業の支出について
560,227

西区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
30,970

西区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）５月分の支出について
22,290

西区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
8,400

西区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
1,580

西区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,000

西区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
6,000

西区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支給について
539,834

西区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金医療助成費の支給について
143,674

西区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務に係る市内出張交通費の支出について（６月分）
5,420

西区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
18,900

西区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（その他）の支出について
38,000

西区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
9,888

西区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による非指定医療機関の支出について
3,200

西区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
12,600

西区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
20,900

西区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
7,420

西区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
1,634

西区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による学校給食費の支出について
111,149

西区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による学校給食費の支出について
14,807

西区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
2,880

西区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
3,680

西区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
13,820

西区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
13,550

西区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用ふせん外２５点の購入経費の支出について
8,774
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西区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用ふせん外２５点の購入経費の支出について
35,070

西区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用ふせん外２５点の購入経費の支出について
8,651

西区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用ふせん外２５点の購入経費の支出について
15,627

西区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課事務用ふせん外２５点の購入経費の支出について
2,796

西区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助の支出について
20,928

西区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
16,953

西区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
20,000

西区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
900

西区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
490

西区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業の支出について
76,250

西区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業の支出について
179,315

西区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
9,981

西区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
2,375

西区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
234,757

西区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
284,898

西区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
50,511

西区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
43,826

西区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
459,672

西区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,600

西区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
24,009

西区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
13,106

西区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,200

西区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２５年８月支給分）①
384,950

西区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課市内出張交通費の支出について（４月～６月分）
6,860

西区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課市内出張交通費の支出について（４月～６月分）
2,040

西区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課市内出張交通費の支出について（４月～６月分）
4,590

西区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（断酒会：日帰り）の支出について
1,680

西区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
4,000

西区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
5,400

西区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 保健福祉課市内出張交通費の支出について（４月～６月分）
400

西区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（その他）の支出について
92,000

西区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料の支出について
32,150

西区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（その他）の支出について
8,500

西区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による学校給食費の支出について
13,936

西区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護福祉用具の支出について
1,418

西区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,250

西区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
25,132

西区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
8,000

西区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,250

西区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

西区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助の支出について
216,770

西区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成25年度歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について（７月分）
30,570

西区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（７月２６日実施分）
48,540

西区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師料の支出について　平成２５年７月分
10,420

西区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師料の支出について　平成２５年７月分
27,520

西区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費事業資金の支出について（平成25年8月分）
1,721,985

西区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による９月分生活保護費及び新規追給分の支出について
19,000,000

西区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による９月分生活保護費及び新規追給分の支出について
11,000,000
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西区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による９月分生活保護費及び新規追給分の支出について
200,000

西区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による９月分生活保護費及び新規追給分の支出について
300,000

西区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる経費の支出について（保育ママ　シュッポッポ）平成２５年７月分
285,300

西区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる経費の支出について（保育ママ　はなぞの保育園）平成２５年７月分
1,133,050

西区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業の支出について
123,900

西区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業の支出について
125,960

西区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業の支出について
191,211

西区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
9,500

西区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（その他）の支出について
126,000

西区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料の支出について
13,000

西区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
9,500

西区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
331

西区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
11,542

西区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による学校給食費の支出について
216,960

西区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,800

西区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

西区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者に係る診療報酬請求書の支出について
42,170

西区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者に係る診療報酬請求書の支出について
44,020

西区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,800

西区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,100

西区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者に係る診療報酬請求書の支出について
43,590

西区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助の支出について
606,110

西区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付事業の支出について
317,230

西区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
17,600

西区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
2,860

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 発達障がいサポート事業にかかる賃金の支払いについて（７月分）≪九条南小学校・九条東小学校・九条北小学校・本田小学校・明治小学校・西中学校・堀江中学校≫
78,720

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 小中学校特別支援学級等応援事業にかかる報償金の支払いについて（７月分）≪九条南小・九条東小・九条北小・本田小・堀江小・明治小・西中≫
125,660

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課市内出張交通費の支出について（６月～７月分）
400

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課市内出張交通費の支出について（６月～７月分）
4,110

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（７月分）
2,080

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
860

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課市内出張交通費の支出について（６月～７月分）
400

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
390

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
5,270

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
5,580

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
10,062

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
1,200

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
1,430

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
380

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課市内出張交通費の支出について（６月～７月分）
800

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課市内出張交通費の支出について（６月～７月分）
400

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
6,080

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
2,850

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
2,920

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
38,040

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
240

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務に係る市内出張交通費の支出について（７月分）
4,000

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務に係る後納郵便料金、受取人払郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
208,875
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西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（７月分）
1,120

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（７月分）
80

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（７月分）
160

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
5,690

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 結核予防事業等文書送付にかかる後納郵便の支出について（７月分）
2,200

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
36,168

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
9,400

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
1,850

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
1,920

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
160

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる経費の支出について（保育ママ　たいようランド）平成２５年７月分
457,600

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２５年８月支給分）②
131,433

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
1,610

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
62,770

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（７月分）
353,810

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
12,790

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
320

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用デジタル複写機コピー料金の支出について（７月分）
5,960

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（７月分）の支出について
60,730

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務料金受取人払後納郵便料（７月分）の支出について
4,803

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務料金受取人払後納郵便料（７月分）の支出について
9,192

西区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
1,680

港区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度港区広報紙印刷業務にかかる経費の支出について（平成25年5月号～平成26年4月号）６月分（７月号分）
409,657

港区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度港区広報紙全戸配布業務にかかる委託料の支出について（平成25年5月号～平成26年3月号）５月分
590,912

港区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 第２３回参議院議員通常選挙にかかる投票事務用床敷きシートの購入及び同経費の支出について
264,600

港区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課及び窓口サービス課事務用消耗品の購入及び同経費の支出について
230,265

港区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支払いについて（平成２５年７月分）
377,565

港区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支払いについて（平成２５年７月分）
60,531

港区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支払いについて（平成２５年７月分）
32,321

港区役所 総務課 平成25年08月12日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 第２３回参議院議員通常選挙にかかる開票事務終了後帰宅用タクシー料金(立替払い分)の支出について
3,060

港区役所 総務課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,174

港区役所 総務課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,000

港区役所 総務課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
20,000

港区役所 総務課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用庁内情報利用パソコン賃借料の支出について（長期借入）
32,865

港区役所 総務課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港区）賃借料の支出について（長期借入）
3,839

港区役所 総務課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用拡大読書器賃借料の支出について（長期借入）
8,547

港区役所 総務課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直員用寝具借入料金の支出について（長期借入契約）
9,240

港区役所 総務課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 各担当事務用高速デジタル印刷機の購入及び同経費の支出について
312,900

港区役所 総務課 平成25年08月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
15,089

港区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン賃借料の支出について（長期借入）
5,512

港区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 第２３回参議院議員通常選挙にかかる個人演説会会場使用料の支出について
18,400

港区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支払について（平成２５年７月分）
1,275,334

港区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（７月分）
7,799

港区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支払について（平成２５年７月分）
156,008

港区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（７月分）
953

港区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支払について（平成２５年７月分）
83,305

港区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（７月分）
509

港区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「港区ものづくり企業活性化方策検討調査業務」委託先審査会議にかかる委員報酬の支出について
49,355
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港区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 選挙事務及び総務課事務用消耗品の購入及び同経費の支出について
30,555

港区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度港区広報紙全戸配布業務にかかる委託料の支出について（平成25年5月号～平成26年3月号）6月号分
596,041

港区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 電子レジスター保守点検業務にかかる委託料の支出について
11,109

港区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度港区広報紙編集等業務にかかる委託料の支出について（平成25年6月号）
420,000

港区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 第２３回参議院議員通常選挙投票管理者等にかかる報酬の支出について
966,000

港区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 第２３回参議院議員通常選挙民間事務従事者等にかかる報償金の支出について
421,746

港区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 旅費　費用弁償 第２３回参議院議員通常選挙投票管理者等にかかる報酬の支出について
200

港区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 選挙事務用個人情報保護パネルの購入及び同経費の支出について
17,325

港区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 選挙事務及び総務課事務用消耗品の購入及び同経費の支出について
26,827

港区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 第２３回参議院議員通常選挙投票事務従事者用弁当(昼食・夕食)給食業務にかかる経費の支出について(２３２名分)
170,520

港区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 第２３回参議院議員通常選挙にかかる投票所不足物品のレンタル及び同経費の支出について
29,820

港区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 第２３回参議院議員通常選挙投開票所物品搬出入用トラック借上げ経費の支出について
237,300

港区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（７月分）
7,743

港区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（７月分）
947

港区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（７月分）
505

港区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 第２３回参議院議員通常選挙にかかる開票所臨時電話架設料及び通話料の支出について
35,931

港区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 第２３回参議院議員通常選挙にかかる洋上投票受信専用ファクシミリ回線架設料の支出について
15,384

港区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 第２３回参議院議員通常選挙にかかる職員移動用等タクシー借上及び同経費の支出について
225,400

港区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支払について（平成２５年７月分）
261,576

港区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支払について（平成２５年７月分）
31,997

港区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支払について（平成２５年７月分）
17,086

港区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支払について（平成２５年７月分）
230,034

港区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支払について（平成２５年７月分）
31,986

港区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支払について（平成２５年７月分）
17,080

港区役所 総務課 平成25年08月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 委託料　委託料 参議院議員通常選挙用洋上投票受信専用ファクシミリ設置準備業務委託にかかる経費の支出について
708,750

港区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支払について（平成２５年７月分）
44,920

港区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 旅費　普通旅費 参議院議員通常選挙にかかる市内出張交通費の支出について
19,210

港区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２５年７月）
6,940

港区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２５年７月）
137,880

港区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２５年７月）
11,327

港区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用コピー料金の支出について（平成２５年７月分）
170,722

港区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２５年７月分）
660

港区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市港区役所窓口案内業務にかかる経費の支出について（７月分）
143,451

港区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便代金の支出について（平成２５年７月分）
3,390

港区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 各担当事務用コピー料金の支出について（平成２５年７月分）
22,411

港区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便代金の支出について（平成２５年７月分）
2,273,332

港区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 第２３回参議院議員通常選挙にかかる投票日前日宿泊者用寝具の借入及び同経費の支出について
22,680

港区役所 協働まちづくり支援課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 港区民活動フェスタ事業および港区地域ブランド発掘・魅力創出事業にかかる消耗品の購入および支出について
8,190

港区役所 協働まちづくり支援課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 港区民活動フェスタ事業および港区地域ブランド発掘・魅力創出事業にかかる消耗品の購入および支出について
18,301

港区役所 協働まちづくり支援課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 市民協働型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」にかかる備品の購入および支出について
239,400

港区役所 協働まちづくり支援課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 啓発指導員による放置自転車対策業務委託の契約及び支出について（７月分）
62,910

港区役所 協働まちづくり支援課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域防犯啓発事業用携帯電話料金の支払いについて（７月分）
7,756

港区役所 協働まちづくり支援課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度　港区スクールソーシャルワーカー巡回・派遣事業にかかる報償金の支出について（７月分）
301,240

港区役所 協働まちづくり支援課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度　港区発達障がいサポーター配置にかかる報償金の支出について（７月分）
117,120

港区役所 協働まちづくり支援課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２５年７月分）の支出について
4,880

港区役所 協働まちづくり支援課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２５年７月分）の支出について
320

港区役所 協働まちづくり支援課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２５年７月分）の支出について
560

港区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２５年８月分葬祭費支払準備金について
100,000
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港区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２５年８月分出産育児一時金支払準備金について
500,000

港区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般分）８月分の窓口支払資金について
50,000

港区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（退職分）８月分の窓口支払資金について
10,000

港区役所 窓口サービス課 平成25年08月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分・退職分）の口座振替について
292,312

港区役所 窓口サービス課 平成25年08月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分・退職分）の口座振替について
18,733

港区役所 窓口サービス課 平成25年08月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２５年７月分葬祭費の支給について
750,000

港区役所 窓口サービス課 平成25年08月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分）の口座振替について
192,019

港区役所 窓口サービス課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市港区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託経費（平成25年6月分）
2,305,406

港区役所 窓口サービス課 平成25年08月22日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支給について　（平成25年7月分）
430

港区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分）の口座振替について
47,427

港区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金・管理）市内出張交通費の支出について（平成２５年７月分）
1,440

港区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料の支出について（平成25年7月分）
77,660

港区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成25年7月分）
5,000

港区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料の支出について（平成25年7月分）
7,520

港区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料の支出について（平成25年7月分）
427,680

港区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成25年7月分）
344,866

港区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理グループ）事務用後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
584,834

港区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成25年度８月分出産育児一時金の支給について
2,586,689

港区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成25年7月分）
3,265,040

港区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,914

港区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,656

港区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
126,310

港区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

港区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
280,607

港区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
21,864

港区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,930

港区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

港区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 八幡屋保育所にかかる平成２５年８月分消耗品費（特別保育）の支出について
10,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成２５年８月分消耗品費の支出について
60,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
33,578

港区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
64,859

港区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
381,203

港区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
206,960

港区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
139,300

港区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（１２件）
118,139

港区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 被保護者　教育扶助費の支出について（７月　１０名分）
63,318

港区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料費等の支出について　３件
18,900

港区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
5,800

港区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
4,500

港区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
3,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料費等の支出について　２件
6,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療治療材料費等の支出について　２件
38,667

港区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者　医療治療材料費等の支出について４件
148,790

港区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療治療材料費等の支出について　３件
72,618

港区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 被保護者　出産扶助費の支出について
29,500

港区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
44,750

港区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
71,147
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港区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
152,550

港区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
216,140

港区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

港区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
19,600

港区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（６月分）
1,440

港区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
10,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（６月分）
460

港区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査事業　乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（平成25年6月分）
335,840

港区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護認定審査会事務にかかるコピー料金の支出について（平成２５年６月分）
3,573

港区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ペアレントメンター事業「ピア・カウンセリング」（4月30日実施）に係る報償費の支出について
30,720

港区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ペアレントメンター事業「発達が気になる保護者のための講演会」に係る報償費の支出について
11,880

港区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域ではぐくむ子育て支援事業「子育て支援サポーター養成講座」（7月8日実施分）に係る報償費の支出について
13,240

港区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域ではぐくむ子育て支援事業「子育て支援サポーター養成講座」（7月1日実施分）に係る報償費の支出について
10,980

港区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,943

港区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（２件）
10,560

港区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
5,250

港区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料費等の支出について
1,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業用給付金の支出について
270,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について（２件）
8,720

港区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業用給付金の支出について
244,589

港区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業用給付金の支出について
175,950

港区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者引越代の支出について（５件）
420,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（１件）
1,680

港区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 ７月　被保護者教育扶助費の支出について　２校
133,456

港区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 ７月　被保護者　教育扶助費の支出について　２校
106,415

港区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 被保護者教育扶助費の支出について　教材・校外
119,228

港区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 被保護者教育扶助費の支出について　給食３校
46,500

港区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 被保護者福祉用具購入費の支出について（５件）
20,375

港区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療治療材料費等の支出について
19,800

港区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療治療材料費等の支出について
19,950

港区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療治療材料費等の支出について　７件
212,030

港区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療治療材料費等の支出について
67,156

港区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者　医療移送費等の支出について（１件）
2,940

港区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について　３件
11,400

港区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
5,250

港区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者　医療文書料等の支出について
2,100

港区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療移送費等の支出について
10,920

港区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 被保護者　葬祭料金の支出について（１件）
219,670

港区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護認定審査会会議用飲料の購入について（７月～１０月開催　１９２名分）
16,380

港区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
214,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,270

港区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
28,840

港区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
78,589

港区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
32,156

港区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
13,843

港区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（６件）
67,936

港区役所 保健福祉課 平成25年08月13日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２５年度母子寡婦福祉貸付金の支出について（母子貸付金・第２四半期分追加）
150,000
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港区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
35,226

港区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
39,552

港区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
162,904

港区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
36,225

港区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
15,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
9,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（３件）
40,597

港区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 ４～７月　被保護者教育扶助費の支出について　教材
18,673

港区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 被保護者教育扶助費の支出について　給食
14,400

港区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 ７月　被保護者教育扶助費の支出について　給食
97,236

港区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 被保護者　福祉用具購入費の支出について（３件）
22,496

港区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 被保護者　住宅改修費の支出について（２件）
39,850

港区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者　医療治療材料費等の支出について　３件
57,524

港区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について　３件
9,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
5,775

港区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について　５件
15,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 被保護者　葬祭料金の支出について（３件）
624,475

港区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
41,110

港区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
8,900

港区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
273,455

港区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
36,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
59,492

港区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
13,287

港区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
273,753

港区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座（７月１６日分）の講師報償金の支出について
8,600

港区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 大阪市介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　消しゴム外9点の購入経費の支出について
7,489

港区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 ペアレントメンター事業「ピア・カウンセリング」（8月27日実施）に係る市民活動行事保険料の支出について
600

港区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者　医療移送費の支出について（１件）
6,550

港区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　消しゴム外9点の購入経費の支出について
13,500

港区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
13,300

港区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見等市長審判請求に係る診断書作成料の支出について
8,400

港区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
131,035

港区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　家財処分料の支出について（１件）
52,500

港区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の資金前渡について（平成２５年度９月分）
30,000,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　家財処分料の支出について（１件）
48,930

港区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（１１件）
185,345

港区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の資金前渡について（平成２５年度９月分）
16,000,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 被保護者　住宅維持費の支出について（１件）
113,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 ７月　被保護者教育扶助費の支出について　給食
78,848

港区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の資金前渡について（平成２５年度９月分）
300,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 ７月　被保護者教育扶助費の支出について
90,568

港区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について　２件
5,250

港区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について　３件
13,400

港区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
3,150
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港区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の資金前渡について（平成２５年度９月分）
800,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療治療材料費等の支出について　２件
55,945

港区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料費等の支出について　６件
22,700

港区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について　３件
9,150

港区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の資金前渡について（平成２５年度９月分）
1,000,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業　BCG接種医師報償金（平成25年7月分）
48,540

港区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業にかかる７月分講師料の支出について
10,380

港区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業にかかる７月分講師料の支出について
27,520

港区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
684

港区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
15,553

港区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
300

港区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
5,499

港区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
445

港区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
157,178

港区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
3,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
4,882

港区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
1,100

港区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年８月分）
8,113

港区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
4,200

港区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 被保護者　葬祭料金の支出について（３件）
644,910

港区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務にかかるプリンター用トナーカートリッジの購入について
58,259

港区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
213,673

港区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　手数料 小口支払基金の繰入れについて（平成25年7月分）
5,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ペアレントメンター事業「ピア・カウンセリング」（6月25日実施）に係る報償費の支出について
30,720

港区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ペアレントメンター事業「ピア・カウンセリング」（5月28日実施）に係る報償費の支出について
30,720

港区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
98,800

港区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者引越代の支出について（１件）
75,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査事業　乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（平成25年7月分）
360,110

港区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成２５年８月分給間食費の支出について
1,550,534

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（7月分）
1,840

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成25年7月分）
1,980

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成25年7月分）
880

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 療育手帳交付事務にかかる市内出張交通費（７月分）の支出について
900

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい程度区分認定事務に係る市内出張交通費（７月分）の支出について
400

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 リハビリ協議会補装具専門部会に係る市内出張交通費（７月分）の支出について
620

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 総合支援事務に係る市内出張交通費（７月分）の支出について
1,380

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用７月分後納郵便料金の支出について
29,310

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用７月分後納郵便料金の支出について
16,700

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
419,622

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障害福祉サービス費等給付費の支出について（８月支払分）
166

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
465,903

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障害福祉サービス費等給付費の支出について（８月支払分）
794

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
63,509

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
32,620

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
242,940

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
38,660
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港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
134,215

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 医療助成給付事務初任者研修会用市内出張交通費（５月分）の支出について
460

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 高齢福祉関係事務説明会にかかる市内出張交通費（６月分）の支出について
300

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 老人保護措置業務にかかる市内出張交通費（７月分）の支出について
520

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用７月分後納郵便料金の支出について
8,070

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用７月分後納郵便料金の支出について
74,040

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成25年7月分）
1,980

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成25年7月分）
10,290

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　特別旅費 生活保護担当ケースワーカー全国研修会への出席にかかる旅費の支出について
45,820

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成25年7月分）
450,925

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 被保護者　オムツ代の支出について（２件）
11,182

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療治療材料費等の支出について　３件
20,242

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者　医療移送費の支出について（１件）
8,160

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
5,250

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者　医療移送費の支出について（３件）
3,210

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 被保護者医療文書料等の支出について
5,000

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（7月分）
280

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（7月分）
240

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（7月分）
360

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（7月分）
880

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（7月分）
7,750

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（7月分）
8,210

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（7月分）
880

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（7月分）
2,340

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 市長入院同意患者面接等にかかる市内出張交通費（７月分）の支出について
3,160

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（7月分）
2,640

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（7月分）
320

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（7月分）
5,600

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 児童手当関係事務に係る市内出張交通費（７月分）の支出について
460

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用７月分後納郵便料金の支出について
11,960

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用７月分後納郵便料金の支出について
42,170

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）保育ママバンビ共同保育所にかかる業務委託料の支出について（平成２５年７月分）
795,550

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用７月分後納郵便料金の支出について
109,536

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（7月分）
12,720

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成25年7月分）
75,995

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護認定審査会事務にかかるコピー料金の支出について（平成２５年７月分）
4,008

港区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 成年後見等市長審判請求にかかる市内出張交通費（４・７月分）の支出について
940

大正区役所 総務課 平成25年08月01日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 平成25年7月21日執行予定参議院議員通常選挙における消耗品購入について（養生シート）
255,150

大正区役所 総務課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（７月分）
778,180

大正区役所 総務課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（７月分）
99,091

大正区役所 総務課 平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー代の支出について（６月分）
57,042

大正区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大正区役所市外通話料の支出について（６月分）
4,836

大正区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所庁舎内トイレの消臭芳香設備賃貸借契約にかかる経費の支出について（４月分）
21,000

大正区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所庁舎内トイレの消臭芳香設備賃貸借契約にかかる経費の支出について（５月分）
21,000

大正区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入について（カラートナー　外4点）
328,125

大正区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 平成25年7月21日執行参議院議員通常選挙における前日宿泊用寝具賃貸借にかかる経費の支出について
23,625

大正区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 平成25年7月21日執行参議院議員通常選挙用消耗品購入経費の支出について（ロール紙　外28点）
107,126
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大正区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成25年7月21日執行予定参議院議員通常選挙における投票所資材の搬入・搬出に伴う車両賃借にかかる経費の支出について
196,350

大正区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課における市内出張交通費の支出について（６月分）
20,459

大正区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入について（トナーカートリッジ）
365,547

大正区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（７月分）
51,351

大正区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（７月分）
375,096

大正区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区役所窓口案内業務従事者派遣にかかる経費の支出について（７月分）
150,624

大正区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ケーブルテレビ視聴契約にかかる経費の支出について（７月分）
400

大正区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ケーブルテレビ視聴契約にかかる経費の支出について（７月分）
4,260

大正区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所庁舎内トイレの消臭芳香設備賃貸借契約にかかる経費の支出について（６月・７月分）
42,000

大正区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 旅費　普通旅費 総務課における市内出張交通費の支出について（６月分）
3,720

大正区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 第23回参議院議員通常選挙における期日前投票従事者（４８名分）及び投票日従事者用弁当（６２名分）の支給について
181,500

大正区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成25年7月21日執行参議院議員通常選挙における職員等移動用タクシー賃借にかかる経費の支出について
222,950

大正区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 平成25年7月21日執行参議院議員通常選挙における帰宅用タクシー代の支出について
4,260

大正区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 大阪市災害対策用職員住宅にかかる通信運搬費の支出について（平成２５年７月使用分）
2,953

大正区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務におけるゴム印等消耗品の購入について
11,846

大正区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 平成25年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票所臨時電話架設通話経費の支出について
11,901

大正区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁管理用水道使用料の支出について（７月分）
577

大正区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁管理用水道使用料の支出について（７月分）
131,608

大正区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁管理用水道使用料の支出について（７月分）
62,836

大正区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁管理用水道使用料の支出について（７月分）
997

大正区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー代の支出について（７月分）
72,123

大正区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
5,720

大正区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 産業廃棄物運搬処理業務にかかる経費の支出について（７月分）
13,007

大正区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区広報紙「こんにちは大正」（8月号）編集及び印刷業務委託の経費の支出について
376,320

大正区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策職員住宅の家賃支払いに係る経費の支出について（平成２５年９月分）
97,400

大正区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
320

大正区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成25年7月21日執行参議院議員通常選挙における開票立会人報酬の支出について
114,400

大正区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成25年7月21日執行参議院議員通常選挙における投票管理者及び立会人報酬の支出について
340,000

大正区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成25年7月21日執行参議院議員通常選挙における期日前投票管理者・立会人報酬の支出について
481,600

大正区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 平成25年7月21日執行参議院議員通常選挙における点字解読者報償金の支出について
8,800

大正区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 平成25年7月21日執行参議院議員通常選挙における手話通訳者報償金の支出について
23,600

大正区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 平成25年7月21日執行参議院議員通常選挙における投票所民間従事者報償金の支出について
359,820

大正区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
1,759,490

大正区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用後納郵便料金（7月分）の支出について
9,320

大正区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般廃棄物運搬処理業務にかかる経費の支出について（７月分）
6,587

大正区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 女性用トイレにおけるサニタリーボックス賃貸借契約にかかる経費の支出について（６月・７月分）
23,625

大正区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 女性用トイレにおけるサニタリーボックス賃貸借契約にかかる経費の支出について（４月・５月分）
23,625

大正区役所 市民協働課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 T-1ライブグランプリ２０１３予選第1回開催に係るPA（音響）及び審査員報酬の支出について
8,600

大正区役所 市民協働課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 Ｔ－１ライブＧＰ　5th Anniversary Liveの広報物作成にかかる経費の支出について
61,582

大正区役所 市民協働課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市大正区地域活動協議会補助金の支出について
1,802,000

大正区役所 市民協働課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 MIT（音楽振興事業）にかかるランチタイムコンサート出演者派遣業務委託経費の支出について（２回目／全４回）
45,000

大正区役所 市民協働課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
256,467

大正区役所 市民協働課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（小林）
9,300

大正区役所 市民協働課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（市民協働）市内出張交通費（７月分）
8,420

大正区役所 市民協働課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり支援事業に係る消耗品購入経費の支出について
37,800

大正区役所 市民協働課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（７月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外６事業）
11,000

大正区役所 市民協働課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（７月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外６事業）
170

大正区役所 市民協働課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（７月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外６事業）
1,440
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大正区役所 市民協働課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（７月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外６事業）
320

大正区役所 市民協働課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（７月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外６事業）
1,680

大正区役所 市民協働課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（７月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外６事業）
1,540

大正区役所 市民協働課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（７月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外６事業）
580

大正区役所 市民協働課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用アルファ化米、保存水及び災害対策フリース毛布の購入について
107,100

大正区役所 市民協働課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車両（電気自動車）の法定点検について
8,400

大正区役所 市民協働課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策用携帯電話代の支出について（７月分）
13,257

大正区役所 市民協働課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 啓発指導員（サイクルサポーター）による放置自転車対策業務委託料の支出について（７月分）
260,750

大正区役所 市民協働課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 種花事業に係る花と緑の研修園休憩室用電気料金の支出について（８月分）
1,193

大正区役所 市民協働課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（７月分）
20,000

大正区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業及びはぐくみネット事業実施用消耗品の購入について（６月分）
6,930

大正区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業及びはぐくみネット事業実施用消耗品の購入について（６月分）
23,740

大正区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２５年８月分国民健康保険葬祭費の支出について
100,000

大正区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２５年８月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
840,000

大正区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出）還付支払資金の支出について（８月分）
40,000

大正区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出退職）還付支払資金の支出について（８月分）
10,000

大正区役所 窓口サービス課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）市内出張交通費４・５月追加、６月分）の支出について
2,540

大正区役所 窓口サービス課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金の支出について(平成25年6月分)
6,990

大正区役所 窓口サービス課 平成25年08月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成25年4月分)
460

大正区役所 窓口サービス課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報・戸籍）における消耗品の購入について
18,683

大正区役所 窓口サービス課 平成25年08月08日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出）還付金の支出について
444,175

大正区役所 窓口サービス課 平成25年08月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成25年5月分)
2,300

大正区役所 窓口サービス課 平成25年08月12日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成25年5月分)
460

大正区役所 窓口サービス課 平成25年08月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 色上質紙外9点の購入にかかる経費支出について
73,186

大正区役所 窓口サービス課 平成25年08月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 色上質紙外9点の購入にかかる経費支出について
1,455

大正区役所 窓口サービス課 平成25年08月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２５年８月分国民健康保険葬祭費の支出について
350,000

大正区役所 窓口サービス課 平成25年08月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２５年８月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
230,480

大正区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）市内出張交通費（７月分）の支出について
1,420

大正区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における後納郵便料の支出について（7月分）
57,750

大正区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における後納郵便料の支出について（7月分）
1,060

大正区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における後納郵便料の支出について（7月分）
251,800

大正区役所 窓口サービス課 平成25年08月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（８月支払分）
688,821

大正区役所 窓口サービス課 平成25年08月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（８月支払分）
138,853

大正区役所 窓口サービス課 平成25年08月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（８月支払分）
50,829

大正区役所 窓口サービス課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ライフイベント事業にかかる記念品（フォトフレーム）の購入にかかる支出について
55,125

大正区役所 窓口サービス課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ライフイベント事業にかかる記念品（よだれかけ・ガーゼハンカチ）の購入にかかる支出について
94,500

大正区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成25年7月分)
2,400

大正区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成25年7月分)
634,269

大正区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成25年7月分)
2,911,444

大正区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成25年7月分)
167,280

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22-49
45,217

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）32-37
120,583

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22-50
4,336

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）23－4
186,599

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22-51
54,487

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22-45
5,246

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
16,300

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（８月分）
10,000
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大正区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（８月分）
60,000

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障害者住宅改修費給付事業にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　42-2
238,000

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-11
91,530

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-69
10,000

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-70
195,250

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-89
98,800

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-66
74,886

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-68
8,425

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-10
56,400

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-88
198,000

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-65
10,500

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
89,355

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費・教材代）の支出について
11,698

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
63,350

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　特別旅費 平成25年度生活保護担当ケースワーカー全国研修会への職員派遣について
45,500

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
264,500

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
12,411

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
59,506

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
107,688

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
41,020

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
4,200

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検査料）の支出について
42,510

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）32-53
16,191

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
564,433

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
12,940

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
132,788

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
15,000

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
17,211

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
72,495

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
4,538

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）33-7
36,569

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－34
16,480

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）32－58
50,985

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）32-48
11,227

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22-56
84,913

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
40,240

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
388,800

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
52,500

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
25,782

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
30,770

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務にかかる消耗品購入経費の支出について
58,590

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費・教材代）の支出について
195,996

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
348,600

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当支給にかかる扶助費の支出について（８月支給）
25,000

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大正区発達障がいサポーター報償金の支払いについて（７月分）
50,360

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-111
29,130

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-2
83,880

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-112
52,500
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大正区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-12
189,080

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-87
90,000

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-67
6,510

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
3,840

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
86,080

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について(代理受領方式)　券番号41-05
300,000

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について(代理受領方式) 券番号41-02
119,143

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用ボールペン外13点の購入について
18,207

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム用プリンタートナー購入経費の支出について
124,320

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）32-54
22,248

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）32-59
16,480

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22－36
78,589

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22－15
78,589

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22-57
253,998

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）22－33
197,760

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（抵当権設定費用）の支出について
98,700

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持費）の支出について
52,500

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する賄材料費の支出について（８月分）
1,410,184

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（４～６月分）
240

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（４～６月分）
340

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　特別旅費 平成２５年度　社会福祉主事資格認定通信課程（公務員課程）スクーリングへの職員の派遣について
50,180

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（４～６月分）
1,080

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（４～６月分）
920

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（４～６月分）
1,360

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（４～６月分）
360

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
130,630

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（４～６月分）
460

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（４～６月分）
3,600

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（４～６月分）
360

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,680

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
3,400

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について(代理受領方式) 券番号41-04
270,000

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-118
27,175

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-119
88,900

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
22,238

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（９月１回目）
33,000,000

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
172,647

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（９月１回目）
17,000,000

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（９月１回目）
500,000

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費・教材代・校外活動費）の支出について
206,472

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検査料）の支出について
13,870

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検査料）の支出について
55,890

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
75,550

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（９月１回目）
1,000,000

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
222,635

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 「地域福祉活動推進支援事業委託事業者選定会議」選定委員にかかる報奨金の支出について
48,015

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
152,045

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
79,115
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大正区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（７月分）
700

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
2,600

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
2,480

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
3,050

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
7,214

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
6,000

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
1,060

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
31,032

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
660

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
1,970

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
2,080

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
64,900

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
320

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
9,208

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
1,680

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
5,310

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
10,060

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
2,170

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
84,877

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
512

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
560

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月27日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
8,058

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
108,206

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
300

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
400

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
3,360

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉五法事務にかかる消耗品購入経費の支出について
43,875

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉五法事務にかかる消耗品購入経費の支出について
83,250

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費にかかる医療費の支出について（８月支払分）
997,103

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費にかかる医療費の支出について（８月支払分）
451,615

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 福祉五法事務にかかる消耗品購入経費の支出について
27,750

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費にかかる医療費の支出について（８月支払分）
129,695

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（７月分）
8,552

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費にかかる医療費の支出について（８月支払分）
850

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（７月分）
16,016

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（５～７月分）
700

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（５～７月分）
830

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（５～７月分）
800

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-3
161,700

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（５～７月分）
300

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（５～７月分）
460

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（５～７月分）
400

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（５～７月分）
120

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援グループに係る市内出張旅費の支出について（5月～7月）
460

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便理料金の支出について（平成２５年７月分）
560

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領）32－67
58,030

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-136
3,670

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障害者住宅改修費給付事業にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　42-1
79,170
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大正区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について　　　　　　　　　　12-129
87,400

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援グループに係る市内出張旅費の支出について（5月～7月）
2,420

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援グループに係る市内出張旅費の支出について（5月～7月）
400

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（７月分）
369,000

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
3,020

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費・教材代・校外活動費）の支出について
679,201

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便理料金の支出について（平成２５年７月分）
650

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便理料金の支出について（平成２５年７月分）
80

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便理料金の支出について（平成２５年７月分）
400

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便理料金の支出について（平成２５年７月分）
600

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２５年７月分　各種保健事業にかかる報償金の支出について
48,540

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便理料金の支出について（平成２５年７月分）
160

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便理料金の支出について（平成２５年７月分）
4,080

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便理料金の支出について（平成２５年７月分）
1,120

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業にかかる講師謝礼（7月分）の支出について
27,800

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業にかかる講師謝礼（6月・7月分）の支出について
19,720

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便理料金の支出について（平成２５年７月分）
8,960

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便理料金の支出について（平成２５年７月分）
240

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２５年７月分　各種保健事業にかかる報償金の支出について
335,840

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便理料金の支出について（平成２５年７月分）
9,400

大正区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便理料金の支出について（平成２５年７月分）
240

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（５月分）
23,180

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（５月分）
680

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（６月分）
19,960

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙事務用段差プレート外１点の買入にかかる経費の支出について
23,100

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課（事業戦略室）担当事務複写機消耗品料の支出について（平成２５年６月分）
25,014

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用ファックス回線使用料の支出について（6月分）
34,085

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度天王寺区広報紙配付業務における所要経費の支出について（平成２５年７月号分）
31,876

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎設備維持用電気使用料の支出について（７月分）
1,181,353

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙事務用ビニールシートの買入にかかる経費の支出について
66,675

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙事務用宿泊施設の借り上げ事業にかかる経費の支出について
87,465

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 参議院議員通常選挙事務用タクシー借り上げ事業にかかる経費の支出について
151,900

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 参議院議員通常選挙事務用投票所資材搬入・搬出用トラック借上げ事業にかかる経費の支出について
319,200

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙事務用期日前投票所並びに投票事務従事者用弁当調達にかかる経費の支出について
191,400

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙事務用工場扇賃借にかかる経費の支出について
78,981

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月22日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成２５年参議院議員通常選挙業務用　投票所立会人にかかる報酬の支出について
236,300

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月22日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成２５年参議院議員通常選挙業務用　開票立会人にかかる報酬の支出について
114,400

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月22日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成２５年参議院議員通常選挙業務用　投票所管理者にかかる報酬の支出について
138,600

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月22日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成２５年参議院議員通常選挙業務用　期日前立会人にかかる報酬の支出について
304,000

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月22日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成２５年参議院議員通常選挙業務用　期日前管理者にかかる報酬の支出について
177,600

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月22日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 平成２５年参議院議員通常選挙業務用　投票所民間従事者にかかる報償金の支出について
383,614

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月22日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 平成２５年参議院議員通常選挙業務用　点字解読者にかかる報償金の支出について
8,800

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月22日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 平成２５年参議院議員通常選挙業務用　手話通訳者にかかる報償金の支出について
23,600

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（７月20日～31日分）
296

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（７月20日～31日分）
796

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（７月20日～31日分）
2,624

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴関係事務にかかる文房具類の購入経費の支出について
168,721

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金への繰入金の支出について（７月20日～31日分）
3,264
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天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度　天王寺区役所電子レジスター保守点検業務にかかる経費の支出について（平成２５年４月～７月）
11,109

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度天王寺区役所一般廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について（７月分）
6,542

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用庁舎清掃業務にかかる経費の支出について（７月分）
365,575

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度天王寺区役所庁舎産業廃棄物搬出処理業務にかかる経費の支出について（７月分）
19,425

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用保健福祉センター分館機械警備業務にかかる経費の支出について（７月分）
3,990

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 天王寺区役所庁内情報利用パソコン等機器（視覚障がい者用）長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
31,668

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　天王寺区役所宿直用寝具に関する賃借業務にかかる経費の支出について（６・７月分）
15,120

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入契約にかかる経費の支出について（７月分）
5,597

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 来庁舎を迎える快適な庁舎環境整備事業用キッズコーナー用ブロック及びクッションマット買入にかかる経費の支出について
142,808

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用天王寺区役所庁舎防犯カメラ設置作業にかかる経費の支出について
389,655

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２５年度天王寺区広報紙企画編集及び印刷業務における所要経費の支出について（平成２５年７月号分）
227,850

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課（広聴広報）にかかる後納郵便料の支出について（平成２５年７月分）
94,530

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課（事業戦略室）にかかる料金受取人払い郵便料の支出について（平成２５年７月分）
39,465

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
2,030

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度天王寺区広報紙企画編集及び印刷業務における所要経費の支出について（平成２５年７月号分）
235,200

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎設備維持用ケーブルテレビ使用料の支出について（７月分）
4,599

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
5,840

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
160

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
4,590

天王寺区役所 企画総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
1,847,580

天王寺区役所 市民協働課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度五条小学校生涯学習ルーム講師謝礼金（６/６・６/２０開催分）の支出について
10,000

天王寺区役所 市民協働課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度大江小学校生涯学習ルーム講師謝礼金（６/２１開催分）の支出について
5,000

天王寺区役所 市民協働課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度五条小学校生涯学習ルーム講師謝礼金（６/９・６／１６開催分）の支出について
10,000

天王寺区役所 市民協働課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度天王寺小学校生涯学習ルーム講師謝礼金（６／６・６／２０開催分）の支出について
5,000

天王寺区役所 市民協働課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会に係る講師謝礼金の支出について（平成25年７月９日実施　真生幼稚園根っこの会）
8,600

天王寺区役所 市民協働課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度大江小学校生涯学習ルーム講師謝礼金（７/１９開催分）の支出について
5,000

天王寺区役所 市民協働課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度味原小学校生涯学習ルーム講師謝礼金（７/２３開催分）の支出について
6,000

天王寺区役所 市民協働課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 天王寺区ジュニアクラブ事業用　活動（平成25年８月20日実施）にかかる交通費の支給について
3,600

天王寺区役所 市民協働課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度天王寺小学校生涯学習ルーム講師謝礼金（７／１７開催分）の支出について
5,000

天王寺区役所 市民協働課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度天王寺小学校生涯学習ルーム講師謝礼金（７／４・７／１８開催分）の支出について
5,000

天王寺区役所 市民協働課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度天王寺小学校生涯学習ルーム講師謝礼金（７/２４開催分）の支出について
5,000

天王寺区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用複写機消耗品料の支出について（平成２５年７月分）
14,758

天王寺区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成25年７月分）
3,320

天王寺区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成25年７月分）
640

天王寺区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成25年７月分）
2,660

天王寺区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成25年７月分）
80

天王寺区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成25年７月分）
810

天王寺区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成25年７月分）
420

天王寺区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成25年７月分）
3,330

天王寺区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成25年７月分）
9,950

天王寺区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成25年７月分）
80

天王寺区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区における人権啓発推進事業用　クレオ大阪中央舞台設備等にかかる業務委託料の支出について
84,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２５年８月分葬祭費、出産育児一時金の支出について
100,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２５年８月分葬祭費、出産育児一時金の支出について
450,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について８月分支払資金（一般及び退職者）
50,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について８月分支払資金（一般及び退職者）
10,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍届書到達確認はがき用切手の購入と同経費の支出について
15,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
225,151
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天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険給付・資格賦課・後期高齢者医療事務用市内出張交通費（５月分）の支出について
920

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険給付・資格賦課・後期高齢者医療事務用市内出張交通費（５月分）の支出について
920

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月05日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険給付・資格賦課・後期高齢者医療事務用市内出張交通費（５月分）の支出について
860

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機消耗品料の支出について（平成２５年６月分）
3,923

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機消耗品料の支出について（平成２５年６月分）
3,921

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口受付事務用文房具の購入経費の支出について
41,773

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２５年７月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
488,640

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
166,941

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（退職分）の支出について
742

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口レジスター用リボンカートリッジの購入経費の支出について
8,715

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
73,780

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２５年８月分国民健康保険療養費等の支出について
520,281

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約費用の支出について（６月分）
2,664,900

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約費用の支出について（６月分）
157,500

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入金の支出について（７月31日分）
4,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２５年８月分国民健康保険葬祭費の支出について
350,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
15,345

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）にかかる後納郵便料の支出について（平成２５年７月分）
84,080

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成25年7月分）
3,780

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）にかかる後納郵便料の支出について（平成２５年７月分）
560

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）にかかる後納郵便料の支出について（平成２５年７月分）
719,640

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成25年7月分）
162,320

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業収納事務用市内出張交通費（７月分）の支出について
640

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成25年7月分）
542,393

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成25年7月分）
79,830

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２５年８月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
978,074

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成25年7月分）
2,304,764

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成25年7月分）
660

天王寺区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成25年7月分）
24,235

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費の支出について（７月分）
22,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭費の支出について（６月分）
207,970

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費特別保育分（平成25年8月）の支出について
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（平成25年8月）の支出について
60,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 老人福祉法第１１条第１項第１号の規定に基づく盲養護老人ホーム入所措置に伴う管外出張について
15,540

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
6,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（７月分）
14,705

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（７月分）
27,872

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（７月分）
20,832

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院）の支出について（６月分）
3,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院）の支出について(６月分）
3,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院）の支出について（６月分）
3,910

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（７月分）
2,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越し）の支出について（７月分）
31,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
20,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
10,650

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
20,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
5,321

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（７月分）
69,300
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天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６，７月分）
32,055

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（７月分）
36,941

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（７月分）
27,728

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（５月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（５月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・意見書料の支出について（７月分）
5,250

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６，７月分）
15,950

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て愛あいフェスティバル事業用専門相談にかかる謝礼の支出について
18,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て愛あいフェスティバル事業用専門相談にかかる謝礼の支出について
18,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ接種医師報償金の支出について（平成２５年７月分）
48,540

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 家庭的保育事業用保育ママ事業の業務委託経費の支出について（保育ママあかつき　6月分）
736,950

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越し）の支出について（７月分）
199,950

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
20,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（７月分）
50,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
20,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
20,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院）の支出について（５月分）
5,620

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（７月分）
2,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（５月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・意見書料の支出について（６月分）
4,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（３月分）
11,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費の支出について(５月分）
36,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費の支出について（７月分）
28,891

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産費の支出について（6月分）
29,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭費の支出について（７月分）
161,970

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭費の支出について（７月分）
207,970

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（平成２５年６月分）の支出について
320

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（平成２５年６月分）の支出について
860

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（平成２５年６月分）の支出について
1,260

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（平成２５年６月分）の支出について
1,720

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（平成２５年６月分）の支出について
1,080

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（平成２５年６月分）の支出について
460

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（平成２５年６月分）の支出について
1,160

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（平成２５年６月分）の支出について
400

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（平成２５年６月分）の支出について
800

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（平成２５年６月分）の支出について
1,460

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（平成２５年６月分）の支出について
460

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（平成２５年６月分）の支出について
400

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
47,518

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
20,548

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,373

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
12,875

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
36,462

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
78,589

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,846

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
27,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
68,250

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
17,700
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天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（６月分）の支出について
6,540

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食費（平成25年8月）の支出について
1,516,414

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用のり外５件の購入にかかる経費の支出について
10,563

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
9,590

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助の支出について（５月分）
2,016

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費の支出について（７月分）
25,029

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（７月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費の支出について（７月分）
11,429

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（７月分）
1,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（７月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院）の支出について（７月分）
920

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師料の支出について（６月分）
18,120

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師料の支出について（６月分）
10,080

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 高齢者福祉業務用独居高齢者等見守りサポーター事業　高齢者訪問ボランティア研修にかかる報償金の支出について
27,780

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費の支出について（７月分）
6,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（4月度追加分）にかかる支出について
460

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 天王寺区介護認定審査会にかかるお茶の購入にかかる経費の支出について（第２四半期分）
12,465

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２５年７月分（後半分））
2,620

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
27,768

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,686

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,217

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,038

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
757,884

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,217

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
18,684

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
1,956

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
13,570

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 妊婦健診・検査料の支出について（６月分）
560

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
20,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
15,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（７月分）
48,825

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　学校給食費・校外活動費の支出について（７月分）
56,346

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院）の支出について（６月分）
1,890

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（７月分）
5,250

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（６月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（７月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（７月分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（７月分）
5,250

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（４月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（７月分）
5,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費の支出について（７月分）
17,850

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（７月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（７月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費の支出について（７月分）
9,990

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
20,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６，７月分）
41,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
19,220
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天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費９月分の支出について
14,000,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費９月分の支出について
8,200,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費９月分の支出について
300,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（６月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（７月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について（７月分）
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費９月分の支出について
500,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市天王寺区保健福祉センター分館における金属くず再生処理及び選別後のごみ処理業務にかかる経費の支出について
147,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
18,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
1,828

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（５月分）
8,904

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（５月分）
18,627

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　校外活動費の支出について（８月分）
42,946

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院）の支出について（７月分）
5,450

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院）の支出について（６月分）
1,920

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院）の支出について（５月分）
1,870

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院）の支出について（７月分）
2,680

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について
348,245

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業用医療費の支出について
187,836

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費の支出について（８月分）
21,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（８月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（７月分）
5,250

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料・画像診断料の支出について（８月分）
13,370

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療費の支出について
270,738

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について
18,746

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（７月分）にかかる支出について
400

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（７月分）にかかる支出について
920

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（７月分）にかかる支出について
2,380

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（７月分）にかかる支出について
920

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（７月分）にかかる支出について
400

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）業務用市内出張交通費（７月分）にかかる支出について
340

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 家庭的保育事業用保育ママ事業の業務委託経費の支出について（保育ママあかつき　7月分）
785,360

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 家庭的保育事業用保育ママ事業の業務委託経費の支出について（かのん保育ママ　7月分）
469,040

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種健診事業実施に伴う報償金の支出について（平成２５年７月分）
323,240

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
55,950

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
353,541

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
39,824

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
17,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
6,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
210,007

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
156,046

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
5,815

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
19,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６，７月分）
7,918

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
6,006

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
5,950

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
1,890

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
9,528
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天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
5,328

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　妊婦健診・検査料の支出について（６月分）
3,560

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（６月分）
7,644

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
20,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
3,260

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料費の支出について（８月分）
34,659

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（７月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院）の支出について（７月分）
1,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料・診断書料の支出について（８月分）
2,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭費の支出について（７月分）
185,010

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助の支出について（８月分）
188,405

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金後納郵便（平成２５年７月分）にかかる支出について
32,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金後納郵便（平成２５年７月分）にかかる支出について
9,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金後納郵便（平成２５年７月分）にかかる支出について
8,410

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書送付用料金後納郵便料金の支出について（料金受取人払い・７月分）
26,270

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書料金後納郵便料金の支出について（後納郵送料・７月分）
158,960

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
400

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
250

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
240

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
1,280

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
720

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師料の支出について（７月分）
10,080

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師料の支出について（７月分）
27,260

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
640

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
80

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
1,460

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金後納郵便（平成２５年７月分）にかかる支出について
13,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金後納郵便（平成２５年７月分）にかかる支出について
120,231

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金後納郵便（平成２５年７月分）にかかる支出について
53,540

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
18,080

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２５年７月分）
66,986

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納（受取人払）郵便料金の支払いについて（平成２５年７月分）
9,310

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２５年７月分）
13,770

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納（受取人払）郵便料金の支払いについて（平成２５年７月分）
4,030

天王寺区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２５年７月分）
390

天王寺区役所 危機管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 危機管理課　事務用複写機　６月分コピー代金の支出について
7,451

天王寺区役所 危機管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度自転車利用適正化事業用啓発指導員による放置自転車対策業務委託の支出について（６月分）
112,000

天王寺区役所 危機管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域における自助・共助力の向上支援事業　ソフトバンク携帯電話料金（ワイヤレス通信ネットワークサービス）の支払いについて（７月分）
2,506

天王寺区役所 危機管理課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域における自助・共助力の向上支援事業　「大江地域　わが家の防災マップ」大江地域全戸配布委託業務にかかる経費の支出について
129,320

天王寺区役所 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成25年７月分）
3,520

天王寺区役所 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成25年７月分）
1,940

天王寺区役所 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 天王寺区家具転倒防止器具取付事業（五条小学校区：6月申請者分）業務委託にかかる支払について
44,100

浪速区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙にかかる投開票事務用消耗品購入経費の支出について
22,367

浪速区役所 総務課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話通信通話経費（平成25年6月分）の支出について
12,028

浪速区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成25年7月21日執行参議院議員通常選挙における投票管理者・投票立会人・開票立会人に対する報酬の支出について
954,800

浪速区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 平成25年7月21日執行参議院議員通常選挙における民間事務従事者・点字解読者・手話通訳者に対する報償金の支出について
426,844

浪速区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区一般事務用総合窓口案内員派遣業務委託実施経費の支出について（６月分）
169,295

浪速区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙にかかる養生シートの購入経費の支出について
167,895
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浪速区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙にかかるハイテーブルの借上経費の支出について
12,600

浪速区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
11,440

浪速区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般事務用ケーブルテレビ利用経費（平成25年6月分）の支出について
4,260

浪速区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
11,041

浪速区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
4,008

浪速区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
2,800

浪速区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総合企画業務用　市内出張交通費（25年7月分）の支出について
2,520

浪速区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙にかかる投開票事務用消耗品の購入経費の支出について
21,987

浪速区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙飲食物提供業務にかかる経費の支出について（夕食）
92,800

浪速区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙飲食物提供業務にかかる経費の支出について（昼食）
92,800

浪速区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙投開票事務従事者宿泊施設提供業務にかかる経費の支出について
129,276

浪速区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 参議院議員通常選挙における資材搬入・撤収事務用自動車の借上経費の支出について
168,000

浪速区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 参議院議員通常選挙にかかるタクシー借上経費の支出について
282,000

浪速区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度浪速区広報紙（8月号）企画編集及び印刷業務委託の経費の支出について
287,049

浪速区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度浪速区広報紙（7月号）企画編集及び印刷業務委託の経費の支出について
287,049

浪速区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区庁舎管理用産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算）の実施経費の支出について（平成25年６月分）
12,789

浪速区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 浪速区一般事務用新聞（毎日・日経）の購読経費の支出について（第１四半期分）
24,924

浪速区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 浪速区一般事務用新聞（朝日）の購読経費の支出について（第１四半期分）
11,775

浪速区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 浪速区一般事務用新聞（読売）の購読経費の支出について（第１四半期分）
11,775

浪速区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入の実施経費の支出について（平成25年７月分）
26,763

浪速区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度浪速区庁舎管理用機械警備機器保守点検の実施経費の支出について（平成25年7月分）
24,150

浪速区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度浪速区庁舎管理用一般廃棄物運搬処理業務委託（概算）の実施経費の支出について（平成25年7月分）
9,710

浪速区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区庁舎管理用産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算）の実施経費の支出について（平成25年7月分）
20,359

浪速区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎管理用庁舎清掃業務委託の実施経費の支出について（平成25年7月分）
419,020

浪速区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区一般事務用総合窓口案内員派遣業務委託実施経費の支出について（平成25年7月分）
169,295

浪速区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住民情報事務用電子レジスター保守業務委託の実施経費の支出について（平成25年4月～7月分）
11,109

浪速区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報端末（視覚障がい者用）の借入にかかる経費の支出について（平成25年7月分）
29,505

浪速区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般事務用ケーブルテレビ利用経費（平成25年7月分）の支出について
4,260

浪速区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙にかかる投票所施設借上経費の支出について（新世界）
28,000

浪速区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙にかかる投票所施設（大国集会所）借上経費の支出について
20,000

浪速区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙投開票事務従事者宿泊施設提供業務にかかる経費の支出について
49,140

浪速区役所 総務課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度浪速区広報紙（8月号）新聞未購読世帯への配付業務の経費支出について
62,926

浪速区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障害サポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（大国小学校）
46,100

浪速区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成25年7月分）の支出について
7,960

浪速区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成25年5・6月分）の支出について
29,134

浪速区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料（平成25年7月分）の支出について
1,390

浪速区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（25年7月分）の支出について
1,050

浪速区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用　インターネット回線使用料（7月分）の支出について
4,585

浪速区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（25年7月分）の支出について
90

浪速区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成25年度浪速区広報紙（8月号）新聞折込広告業務委託に係る経費の支出について
86,092

浪速区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成25年5・6月分）の支出について
1,520

浪速区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成25年5・6月分）の支出について
560

浪速区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務（参院選・常時）用後納郵便料（平成25年7月分）の支出について
2,336

浪速区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成25年7月分）の支出について
4,690

浪速区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成25年5・6月分）の支出について
5,120

浪速区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務（参院選・常時）用後納郵便料（平成25年7月分）の支出について
1,943,513

浪速区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務（参院選）用後納郵便料（受取人払い）（平成25年7月分）の支出について
760

浪速区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康健康保険料歳出還付支払用資金（８月分）の支出について
50,000
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浪速区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付支払用資金（８月分マル退）の支出について
10,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市浪速区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託経費(6月分)の支出について
2,371,950

浪速区役所 窓口サービス課 平成25年08月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について
483,706

浪速区役所 窓口サービス課 平成25年08月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について
6,996

浪速区役所 窓口サービス課 平成25年08月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務用市内出張交通費（６月分の）支出について
640

浪速区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払いについて
342,222

浪速区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
250,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
496,961

浪速区役所 窓口サービス課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区役所書類搬送設備にかかる保守点検業務委託料(７月点検分)の支出について(住民情報事務用)
26,670

浪速区役所 窓口サービス課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について
113,246

浪速区役所 窓口サービス課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市浪速区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託経費(平成25年７月分)の支出について
2,371,950

浪速区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（７月分）の支出について
9,220

浪速区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（７月分）の支出について
67,760

浪速区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払後納郵便料（７月分）の支出について
52,305

浪速区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（７月分）の支出について
1,133,283

浪速区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払後納郵便料（７月分）の支出について
20,145

浪速区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払いについて
160,629

浪速区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
150,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
96,250

浪速区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払後納郵便料（７月分）の支出について
12,010

浪速区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（７月分）の支出について
1,456,775

浪速区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報担当)事務用後納郵便料(平成25年７月分)の支出について
100,760

浪速区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報担当)事務用後納郵便料(平成25年７月分)の支出について
1,221,840

浪速区役所 市民協働課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化推進支援事業用物品の購入経費の支出について
127,522

浪速区役所 市民協働課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年度浪速区人権啓発事務用消耗品購入経費の支出について
16,749

浪速区役所 市民協働課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度浪速区コミュニティ育成事業業務委託の実施経費の支出について（第２四半期）
2,637,631

浪速区役所 市民協働課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 なにわ安全・安心まちづくり推進事業用物品の購入経費の支出について
21,000

浪速区役所 市民協働課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入（７月分）の支出について
2,520

浪速区役所 市民協働課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
16,890

浪速区役所 市民協働課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入（７月分）の支出について
20,000

浪速区役所 市民協働課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
2,600

浪速区役所 市民協働課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 企画調整事業等にかかる市内出張旅費（７月分）の支出について
3,490

浪速区役所 市民協働課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策プロジェクト用物品の購入経費の支出について
2,121

浪速区役所 市民協働課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（人権生涯学習）事業にかかる市内出張旅費（７月分）の支出について（自転車対策関係）
1,480

浪速区役所 市民協働課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（人権生涯学習）事業にかかる市内出張旅費（７月分）の支出について（人権啓発関係）
460

浪速区役所 市民協働課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 なにわ安全・安心まちづくり推進事業用物品の購入経費の支出について
99,225

浪速区役所 市民協働課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（平成２５年７月分）
98,000

浪速区役所 市民協働課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト等にかかる携帯電話通信通話料の支出について（平成２５年７月分）
1,668

浪速区役所 市民協働課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト等にかかる携帯電話通信通話料の支出について（平成２５年７月分）
8,226

浪速区役所 市民協働課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策プロジェクト事業用物品の購入経費の支出について
78,897

浪速区役所 市民協働課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化推進支援事業用物品の購入経費の支出について
85,260

浪速区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 なにわ安全・安心まちづくり推進事業用物品の購入経費の支出について
148,050

浪速区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 なにわ安全・安心まちづくり推進事業用物品の購入経費の支出について
258,300

浪速区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車の法定点検の実施経費の支出について
8,400

浪速区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画事業等にかかる郵便料の支出について（７月分）
80

浪速区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２５年７月分）
8,240

浪速区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画事業等にかかる郵便料の支出について（７月分）
2,400

浪速区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２５年７月分）
640
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浪速区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画事業等にかかる郵便料の支出について（７月分）
160

浪速区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「啓発指導員による放置自転車対策」業務委託の実施経費の支出について（７月分）
381,888

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代）４～７月分の支出について
195,640

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）５～７月分の支出について
52,500

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（特別保育用・８月分）の支出について
20,000

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（通常保育用・８月分）の支出について
120,000

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
48,255

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,219

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
61,800

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（費用支給）
250,610

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（費用支給）
211,870

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（費用支給）
227,341

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）３～７月分の支出について
95,270

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）６・７月分の支出について
8,250

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者診療報酬）３月分の支出について
18,460

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（装具代）６月分の支出について
23,690

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（非指定医療機関診療報酬）３月分の支出について
61,610

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種にかかる医師への報償金の支払いについて(２５年７月１８日実施分)
48,540

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（妊娠検査料）６月分の支出について
30,990

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）６、７月分の支出について
558,662

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２４年１１、１２月、平成２５年２～７月分の支出について
393,248

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）７月分の支出について
3,160

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（家財処分料）７月分の支出について
98,000

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）６月分の支出について
150,000

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費・校外活動費）７月分の支出について
314,767

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助金（法外援護費）４、６月分の支出について
52,700

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助金（文書料）４，６月分の支出について
6,300

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）６、７月分の支出について
1,210,700

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
10,000

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
23,400

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,679

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
34,134

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
120,735

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障がい者住宅改修給付費の支出について（費用支給）第1310420001号
497,369

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）平成２４年８月分・平成２５年５～７月分の支出について
130,644

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）６・７月分の支出について
65,650

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代）６・７月分の支出について
137,685

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,616

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
3,100

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
210

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
950

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
4,140

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
3,400

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）６・７月分の支出について
12,760

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）第1310220042号
45,217

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（費用支給）
396,311

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
4,000

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
2,300
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浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
9,140

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費）７月分の支出について
93,704

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費・校外活動費）７月分の支出について
125,944

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代）７月分の支出について
209,379

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）５～７月分の支出について
53,600

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）６、７月分の支出について
470,998

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）５～７月分の支出について
32,820

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉業務雇上に伴う経費の支出について（７月分）
28,440

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
8,000

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２５年５～７月分の支出について
34,021

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）７月分の支出について
63,000

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）７月分の支出について
58,948

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）平成２４年８・１０月分、平成２５年５・７月分の支出について
19,250

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代）５・７月分の支出について
61,933

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）７月分の支出について
164,100

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
32,072

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費）７月分の支出について
65,375

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食賄材料費（８月分）の支出について
3,096,751

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第1310220046号
78,589

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）第1310220047号
135,759

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２５年６～７月分の支出について
37,320

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）５、７月分の支出について
383,880

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費支払資金の支出について　８月分（追加分）
1,000,000

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費支払資金の支出について　９月分
38,709,536

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（妊娠検査料）６、７月分の支出について
9,460

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）７、８月分の支出について
88,787

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費支払資金の支出について　９月分
19,975,842

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費支払資金の支出について　８月分（追加分）
500,000

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費・校外活動費）７月分の支出について
159,280

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費支払資金の支出について　９月分
459,200

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）６・７月分の支出について
9,250

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）５～８月分の支出について
30,900

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）７月分の支出について
13,370

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代）７・８月分の支出について
57,454

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）７・８月分の支出について
23,360

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費支払資金の支出について　９月分
300,000

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費支払資金の支出について　９月分
582,480

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）７月分の支出について
235,210

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診に係る報償金の支出について（平成２５年７月分）
195,340

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉普及啓発事業（講演会）に伴う経費の支出について（８月分）
21,300

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,485

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
6,017

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 保健福祉課事務用備品修繕経費の支出について
59,115

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 保健福祉課事務用備品修繕経費の支出について
42,000

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
894

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,931

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
14,780

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（市営福祉目的住宅募集事務説明会　４月２４日分）
387
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浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）７、８月分の支出について
446,075

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（紙おむつ）平成２５年５～７月分の支出について
174,165

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（妊娠検査料）７月分の支出について
4,560

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費・校外活動費）７月分の支出について
215,591

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）７月分の支出について
214,655

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 民連事務用市内出張交通費等の支出について（７月分）
400

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（７月分）
440

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（７月分）
9,390

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（７月分）
1,620

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）８月分の支出について
3,890

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）６・７月分の支出について
14,198

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）７・８月分の支出について
12,380

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）平成２４年８・１１月分、平成２５年３・５・７・８月分の支出について
34,925

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代・治療材料代）５～８月分の支出について
129,693

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）４・５月分の支出について
5,940

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）７月分の支出について
1,600

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（７月分一般後納）の支出について
1,600

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（７月分一般後納）の支出について
640

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（７月分）の支出について
80

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（７月分一般後納）の支出について
800

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（７月分一般後納）の支出について
4,020

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（７月分一般後納）の支出について
20,160

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
305,300

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
119,290

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
48,400

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
35,700

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（７月分一般後納）の支出について
800

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（７月分一般後納）の支出について
4,800

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（７月分一般後納）の支出について
31,200

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（７月分一般後納）の支出について
1,160

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
535,737

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
20,230

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
191,815

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
1,498

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２５年度第１回コホート検討会出席医師への報償金の支払いについて
9,940

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（７月分）の支出について
2,200

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（７月分）の支出について
680

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（７月分）の支出について
140

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（７月分）の支出について
400

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（７月分）の支出について
320

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（７月分一般後納）の支出について
2,560

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（７月分）の支出について
4,170

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（７月分一般後納）の支出について
640

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（７月分）の支出について
240

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（７月分一般後納）の支出について
12,000

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（７月分一般後納）の支出について
560

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（７月分一般後納）の支出について
5,600

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（７月分一般後納）の支出について
32,000
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浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業の委託にかかる委託料の支出について（平成25年7月分）
542,000

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（７月分一般後納）の支出について
2,400

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（７月分一般後納）の支出について
63,758

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（７月分一般後納）の支出について
1,600

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（７月分）の支出について
9,550

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（７月分一般後納）の支出について
4,000

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（７月分一般後納）の支出について
400

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（７月分受取人払）の支出について
9,940

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（７月分一般後納）の支出について
31,530

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（７月分一般後納）の支出について
18,000

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（７月分一般後納）の支出について
320

浪速区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（７月分一般後納）の支出について
20,000

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障害サポーター事業にかかる報償金の支出について（６月分）
166,600

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員選挙における投・開票所用物品の購入にかかる経費の支出について
128,373

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用送風式マスコットキャラクター着ぐるみの制作業務委託料の支出について
1,033,200

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院通常選挙における投・開票所用物品の購入にかかる経費の支出について
71,641

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 輪転機用インク購入にかかる経費の支出について
23,940

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２５月７月分　庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
406,817

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 平成２５月７月分　庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
71,791

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙における投・開票所用ビニールシート購入経費の支出について
304,500

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月12日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙用宿泊寝具の借上げについて
34,912

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 選挙用投票所施設使用料の支出について
48,000

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度　第２回西淀川区区政会議録作成経費の支出について
46,987

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,754

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用端末賃借にかかる経費の支出について(H25年7月分)
59,325

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（選挙事務用７月分)
17,804

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（選挙事務用７月分)
18,836

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（選挙事務用７月分)
1,150

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 選挙用宿泊施設借上げにかかる経費の支出について
218,400

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西淀川区役所　消火水槽調査にかかる経費の支出について
29,400

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区広報紙編集デザイン業務経費の支出について(平成25年8月号)
245,700

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所窓口案内業務従事者派遣にかかる経費の支出について(平成25年7月分)
155,054

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年7月分　区役所庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（長期継続契）
570,150

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具等借入にかかる経費の支出について(平成25年7月分)
9,240

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について(H25年7月分)
9,898

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 選挙用民間事務従事者用朝食の購入について（１０４名分）
29,484

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙における投・開票所物品の借り上げにかかる経費の支出について
156,450

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 参議院議員通常選挙における投票所資材搬入・撤収作業に伴う船車賃借経費の支出について
420,000

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 期日前投票所立会人にかかる報酬の支出について
304,000

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 選挙用投票管理者にかかる報酬について
214,200

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 期日前投票所管理者にかかる報酬の支出について
177,600

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 選挙用開票立会人にかかる報酬の支出について
114,400

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 選挙用投票立会人にかかる報酬について
363,800

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 選挙用投票所施設従事者謝礼の支出について
16,590

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 選挙用投票所民間事務従事者にかかる報償金の支出について
611,306

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 選挙用手話通訳者にかかる謝礼の支出について
23,794

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 選挙当日従事者用弁当（昼食）にかかる経費の支出について（１０６名分）
84,800

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 選挙当日従事者用弁当（夕食）にかかる経費の支出について（１０６名分）
74,200
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西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 選挙用巡視及び職員・投票箱移送タクシー運行業務にかかる経費の支出について
421,260

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年７月分　人事総務課他３担当分コピー代金の支出について
2,189

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年７月分　人事総務課他３担当分コピー代金の支出について
85,443

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年７月分　一般廃棄物運搬収集にかかる経費の支出につて
14,042

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年７月分　産業廃棄物収集運搬及び処分にかかる経費の支出について
5,092

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大阪市西淀川区広報紙印刷業務経費の支出について(平成25年8月号)
380,755

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障害サポーター事業にかかる報償金の支出について（平成２５年７月分）
120,800

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 人事総務課（企画調整グループ）用市内出張交通費の支出について（平成２５年７月分）
4,960

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区広報紙配付業務経費の支出について(平成25年8月号)
71,205

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費の支出について（平成25年7月分）
10,900

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　人事総務課事務用郵便料金の支出について
1,200

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報・区民相談事業用後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
1,200

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　人事総務課事務用郵便料金の支出について
11,480

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報・区民相談事業用後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
50,570

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙用　後納郵便料金（平成２５年７月分）の支出について
9,180

西淀川区役所 人事総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙用　後納郵便料金（平成２５年７月分）の支出について
2,431,340

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機作業者安全衛生教育の講習会受講にかかる受講料の支出について
110,000

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成25年08月09日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 負担金、補助及交付金　分担金 西淀川区商店街にぎわい再生事業にかかる分担金の支出について
800,000

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用種まき培養土外１点の購入にかかる経費支出について（種まき培養土、育苗培養土とも：秋花壇用と冬から春花壇用の一部）
210,525

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 工業活性化事業用　ものづくりまつり告知チラシ・ポスター作成にかかる経費の支出について
99,487

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習人権啓発推進事業の親子工作にかかる講師謝礼金の支出について
22,800

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 生涯学習・人権啓発推進事業「夏休み子ども映画会」における周知用チラシの作成にかかる経費の支出について
29,925

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
500

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支払いについて（7月分）
1,400

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）人権・コミュニティ
2,050

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支払いについて（7月分）
1,600

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）人権・コミュニティ
6,360

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 工業活性化事業用　ものづくりまつり２０１３にかかる損害保険料及び賠償保険料の支出について
23,250

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全推進事業　地域安全対策プロジェクト用　携帯電話使用料（７月分）の支出について
6,973

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用　平成２５年８月分歌島公園種花広場電気使用料の支出について
2,806

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２５年７月分まちづくり推進課事務用市内出張交通費の支出について
6,050

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域活動支援事業用市内出張交通費の支出について（平成２５年７月分）
3,300

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 コミュニティ育成事業（区民レクリエーション６月１６日ソフトボール大会）用物品購入にかかる経費の支出について
16,000

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 コミュニティ育成事業（区民レクリエーション８月１８日少年野球大会）用物品購入にかかる経費の支出について
75,096

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２５年７月分）
23,100

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進事業後納郵便料の支出について（平成２５年７月分）
710

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援事業用後納郵便料の支出について（平成２５年７月分）
560

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進事業後納郵便料の支出について（平成２５年７月分）
3,920

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進事業後納郵便料の支出について（平成２５年７月分）
88,430

西淀川区役所 まちづくり推進課 平成25年08月30日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進事業後納郵便料の支出について（平成２５年７月分）
240

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年８月分　国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
30,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２５年８月分　国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について
20,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月08日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
507,929

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月08日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳入還付金（歳出・退職）の支出について
183

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２５年６月分）
580

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２５年６月分）
800

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２５年６月分）
1,270

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２５年６月分）
960
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西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月09日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２５年６月分）
320

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託経費の支出について（平成25年6月分）
2,853,900

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
10,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 出産育児一時金負担金の支出について
40,230

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２５年７月分）
320

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 葬祭費負担金の支出について
600,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 電子レジスター保守点検業務委託にかかる経費の支出について
11,109

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２５年７月分　市内出張交通費（住民情報）の支出について
1,840

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
589,384

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について
11,118

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２５年７月分　窓口サービス課（保険年金）分コピー代金の支出について
5,400

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２５年７月分　窓口サービス課（保険年金）分コピー代金の支出について
5,995

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 療養費負担金の支出について
1,646,836

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍事務用書籍の追録にかかる経費の支出について
3,600

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　後納郵便料金の支出について
80,400

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 書類搬送設備保守管理業務委託にかかる経費の支出について（平成２５年度　第１回目）
26,670

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
10,595

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
480

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　後納郵便料金の支出について
3,150

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　後納郵便料金の支出について
543,750

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
227,858

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
19,215

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
600,121

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
231,515

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
3,265,260

西淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
17,266

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（特別保育分）８月分の支出について
20,000

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（通常保育分）８月分の支出について
120,000

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
51,500

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
58,590

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
85,000

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
29,800

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 福祉課（生活支援）業務用庁内情報利用パソコン修繕にかかる経費の支出について
53,025

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度　高齢者住宅改修費給付事業にかかる給付金の支出について
75,240

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
40,994

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,240

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,939

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
30,900

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
56,700

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,270

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
30,096

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
60,069

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
25,791

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,343

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
43,826

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,921

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
68,330

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
39,593
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西淀川区役所 福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,100

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,244

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
598,310

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 引越代（生活扶助金）の支出について
94,500

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 紙おむつ代（生活扶助金）の支出について
77,953

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費（教育扶助金）の支出について
347,506

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 福祉用具費（介護扶助金）の支出について
3,171

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 治療材料費（医療扶助金）の支出について
106,836

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 文書料（医療扶助金）の支出について
30,950

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 通院移送費(医療扶助金）の支出について
54,580

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
396,405

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
50,630

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 引越代（生活扶助金）の支出について
204,700

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 妊婦検診料（生活扶助金）の支出について
7,755

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 治療材料費（医療扶助金）の支出について
244,785

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 治療材料費（医療扶助金）の支出について
22,454

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 紙おむつ代（生活扶助金）の支出について
82,399

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費（教育扶助金）の支出について
62,613

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 文書料(医療扶助金）の支出について
18,250

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
222,855

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費８月分の支出について
2,531,788

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 地域生活支援ワーカーにかかる庁用器具並びに消耗品の購入について
25,594

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 備品購入費　庁用器具費 地域生活支援ワーカーにかかる庁用器具並びに消耗品の購入について
134,820

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
525

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成２５年６月２８日発見の行旅死亡人にかかる葬祭費用の支出について
135,258

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,155

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
16,300

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
55,280

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
30,000

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
80,950

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
29,800

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
196,880

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 通院移送費（医療扶助金）の支出について
27,280

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 引越代（生活扶助金）の支出について
229,950

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 文書料（医療扶助金）の支出について
22,150

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費支給（平成２５年４月～６月）
6,000

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費支給（平成２５年４月～６月））
22,000

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料  成年後見等開始の審判請求にかかる診断書料作成料の支出について
3,150

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 妊婦検診料（生活扶助金）の支出について
10

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
95,133

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費（教育扶助金）の支出について
695,980

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 治療材料費（医療扶助金）の支出について
146,734

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
880,895

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉  社会復帰相談指導・家族教室 事業用　講師謝礼７月分にかかる経費の支出について
29,200

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成25年7月分）
40,122

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,193

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
126,278

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
141,110
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西淀川区役所 福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,450

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,532

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,729

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
934

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
10,197

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　平成25年9月分の支出について
30,000,000

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　平成25年8月分（追加）の支出について
500,000

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　平成25年9月分の支出について
16,000,000

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　平成25年9月分の支出について
500,000

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 通院移送費（医療扶助金）の支出について
19,330

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　平成25年9月分の支出について
400,000

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費　平成25年9月分の支出について
500,000

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年８月　重度障害者医療助成にかかる償還払の支出について
1,212,951

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
14,700

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
263,050

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
329,606

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
159,000

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
29,800

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
42,000

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年８月　一部負担金相当額等一部助成にかかる償還払の支出について
798,363

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年８月こども医療助成にかかる償還払の支出について
537,354

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年８月ひとり親家庭医療助成にかかる償還払の支出について
209,938

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 出張交通費の支出について（平成25年7月分）
2,860

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 出張交通費の支出について（平成25年7月分）
1,870

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 出張交通費の支出について（平成25年7月分）
580

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 出張交通費の支出について（平成25年7月分）
320

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 出張交通費の支出について（平成25年7月分）
800

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 出張交通費の支出について（平成25年7月分）
1,940

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 出張交通費の支出について（平成25年7月分）
2,800

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 出張交通費の支出について（平成25年7月分）
1,800

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
518,759

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉費・障がい児施設給付費の支払いについて
6,900

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉費・障がい児施設給付費の支払いについて
6,900

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
40,685

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,222

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,566,406

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
149,350

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 出張交通費の支出について（平成25年7月分）
960

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 妊婦検診料（生活扶助金）の支出について
11,120

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費（教育扶助金）の支出について
128,609

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 福祉用具・住宅改修費（介護扶助金）の支出について
78,770

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 通院移送費（医療扶助金）の支出について
88,380

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 治療材料費（医療扶助金）の支出について
117,471
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西淀川区役所 福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 通院移送費（医療扶助金）の支出について
14,680

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 訪問看護料（医療扶助金）の支出について
8,000

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（平成２５年７月分）
2,840

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成25年7月分）
47,680

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成25年7月分）
75,000

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（平成２５年７月分）
4,080

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 福祉課（生活支援）用コピー代金の支出について（平成２５年７月分）
27,941

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
449,695

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 文書・診察・検査料（医療扶助金）の支出について
79,900

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成25年7月分）
40,720

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成25年7月分）
26,445

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成25年7月分）
50,000

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（保育ママゆりかごハウス）（７月分）
909,540

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（保育ママきららひめじま駅前保育園）（７月分）
698,050

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成25年7月分）
92,046

西淀川区役所 福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用　後納郵便料金の支出について（７月分）
84,425

西淀川区役所 保健課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年７月分発達障がい児童・保護者ピア・カウンセリング事業用報償金の支出について
29,120

西淀川区役所 保健課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年７月分小口支払基金の繰入について
784

西淀川区役所 保健課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２５年７月分小口支払基金の繰入について
13,065

西淀川区役所 保健課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分小口支払基金の繰入について
2,500

西淀川区役所 保健課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２５年度ＢＣＧ予防接種事業用　７月分従事医師報償金の支出について
48,540

西淀川区役所 保健課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２５年７月分小口支払基金の繰入について
3,000

西淀川区役所 保健課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２５年７月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
347,010

西淀川区役所 保健課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分小口支払基金の繰入について
4,000

西淀川区役所 保健課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年７月分市内出張交通費の支出について
420

西淀川区役所 保健課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２５年７月分市内出張交通費の支出について
340

西淀川区役所 保健課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２５年７月分市内出張交通費の支出について
6,160

西淀川区役所 保健課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 平成２５年７月分市内出張交通費の支出について
320

西淀川区役所 保健課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成２５年７月分市内出張交通費の支出について
2,000

西淀川区役所 保健課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成２５年７月分保健福祉センター事業用白衣等洗濯代の支出について
1,837

西淀川区役所 保健課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料金の支出について
400

西淀川区役所 保健課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料金の支出について
420

西淀川区役所 保健課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料金の支出について
60

西淀川区役所 保健課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料金の支出について
560

西淀川区役所 保健課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料金の支出について
9,865

西淀川区役所 保健課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料金の支出について
1,505

西淀川区役所 保健課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料金の支出について
3,050

西淀川区役所 保健課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料金の支出について
24,425

西淀川区役所 保健課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料金の支出について
90

西淀川区役所 保健課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料金の支出について
16,665

淀川区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員選挙投票所事務の従事者用お茶の買入経費の支出について
22,323

淀川区役所 総務課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区役所事務用管外出張旅費の支出について
31,460

淀川区役所 総務課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
4,600

淀川区役所 総務課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 印刷機用マスターの買入経費の支出について
21,735

淀川区役所 総務課 平成25年08月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員選挙投票所設営用ビニールシートの買入経費の支出について
346,080

淀川区役所 総務課 平成25年08月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院選挙にかかる投票所用物品の借入について
363,342

淀川区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の職業訓練を目的とした大阪市淀川区役所清掃業務委託料の支出について（７月分）
121,283

淀川区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所旧庁舎管理にかかる電気代（分館）の支出について（6月分）
356
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淀川区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所旧庁舎管理にかかる電気代の支出について（6月分）
6,313

淀川区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所宿直員用寝具借入契約の締結並びに同経費の支出について（７月分）
9,660

淀川区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 旅費　普通旅費 参議院選挙にかかる市内出張交通費の支出について
14,237

淀川区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院選挙にかかる事務用品の買入ならびに同経費の支出について
150,024

淀川区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員選挙開票事務用角かご買入経費の支出について
45,150

淀川区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院選挙事務にかかるトランシーバー等の買入ならびに同経費の支出について
52,416

淀川区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院選挙事務にかかる紙の買入および同経費の支出について
8,977

淀川区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院選挙事務にかかるトナーの買入および同経費の支出について
55,807

淀川区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 参議院議員通常選挙にかかるタクシー代の支出について
3,570

淀川区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院選挙期日前投票従事者用昼夕食弁当の買入および集配の経費の支出について
82,400

淀川区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度淀川区役所庁舎の機械警備の実施および同経費の支出について（７月分）
73,500

淀川区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度もと淀川区役所庁舎清掃業務委託料の支出について（平成２５年４月～６月分）
19,320

淀川区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院選挙の投票所等における昼夕食用弁当の製造及び集配業務の実施ならびに同経費の支払いについて
198,000

淀川区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所・淀川屋内プール複合庁舎管理にかかる水道代の支出について（７月分）
159,209

淀川区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 淀川区役所・淀川屋内プール複合庁舎管理にかかる水道代の支出について（７月分）
1,325,949

淀川区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課および窓口サービス課（住民情報・戸籍）事務用料金後納郵便利用にかかる経費の支出について（７月分）
168,810

淀川区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（７月分）
490,000

淀川区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市淀川区役所産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託料の支出について（６月分）
26,790

淀川区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市淀川区役所一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（６月分）
11,342

淀川区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 淀川区役所事務用デジタル印刷機（輪転機）長期借入契約にかかる経費の支出について（７月分）
3,780

淀川区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院選挙事務従事者用の寝具の借入ならびに同経費の支出について
12,600

淀川区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院選挙開票事務用品の買入経費の支出について
18,900

淀川区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 委託料　委託料 参議院選挙にかかる開票所への資材搬入・設営及び投票所への資材搬入・設営・撤収等業務委託料の支出について
997,500

淀川区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙における従事者報酬の支出について（期日前投票従事者・投開票所従事者）
1,127,900

淀川区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙における従事者報酬並びに費用弁償の支出について（開票立会人）
123,200

淀川区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院議員通常選挙における従事者報酬の支出について（期日前投票従事者・投開票所従事者）
714,312

淀川区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 旅費　費用弁償 参議院議員通常選挙における従事者報酬並びに費用弁償の支出について（開票立会人）
150

淀川区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員選挙にかかる宿泊施設借上げ料金の支払について
400,500

淀川区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　共済保険料 平成２５年度淀川区役所公用車用自動車損害共済の支出について
18,410

淀川区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 参議院議員通常選挙における郵便料金（一般後納）の支出について（７月分）
4,941,714

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 はぐくみネット事業業務委託料の支出について（１５校区）（第９回）
30,000

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全なまちづくり推進デー普及事業にかかるデザイン腕章の購入経費の支出について
362,439

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 パーソナルコンピュータ等（淀川区役所）の買入にかかる経費の支出について
192,459

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 パーソナルコンピュータ等（淀川区役所）の買入にかかる経費の支出について
415,618

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 組立式書架A 外３点（淀川区役所）の買入にかかる経費の支出について
1,232,700

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
3,700

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,440

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月06日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
4,560

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 講演会「つなげよう！学校と地域社会ー誰が学校をかえるのかー」の報奨金の支出について
39,050

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業に係る賞状用紙の買入経費の支出について
8,347

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務に係る輪転機用インクの買入経費の支出について
66,990

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校図書館ソフトウェア（淀川区役所）の買入にかかる支出について
499,065

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯活動にかかる啓発用映像作成用ソフトの購入経費の支出について
22,354

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯業務用カメラの購入経費の支出について
13,429

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「はぐくみ文庫」蔵書の買入にかかる経費の支出について（7月納品分）
1,155,490

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 「はぐくみ文庫」蔵書の買入にかかる経費の支出について（7月納品分）
957,594

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 淀川区地域活動協議会補助金の支出について
4,132,250

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 マリーゴールドの種外１０点（種から育てる地域の花づくり支援事業用）の購入経費の支出について
50,127
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淀川区役所 市民協働課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度大阪市立淀川区民センター管理運営業務経費の支出について（4月分）
2,508,881

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 地域安全対策業務用青色防犯パトロール車にかかる法定点検経費の支出について
8,400

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度大阪市立淀川区民センター管理運営業務経費の支出について（5月分）
2,750,881

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業に係るコピー代（７月分）の支出について
45,109

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 淀川区地域活動協議会補助金の支出について
1,493,500

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度「成人の日記念のつどい」にかかる会場使用料の支出について
419,500

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生涯学習ルームにかかる報償金の支出について（２５年８月請求分）
133,750

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 地域防犯業務用青色防犯パトロール車の修繕経費の支出について
47,460

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成25年7月分の料金後納郵便料金支出について
4,400

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成25年7月分の料金後納郵便料金支出について
320

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成25年7月分の料金後納郵便料金支出について
6,800

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成25年7月分の料金後納郵便料金支出について
6,080

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成25年7月分の料金後納郵便料金支出について
2,140

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成25年7月分の料金後納郵便料金支出について
7,000

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成25年7月分の料金後納郵便料金支出について
4,320

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成25年7月分の料金後納郵便料金支出について
6,880

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成25年7月分の料金後納郵便料金支出について
7,260

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成25年7月分の料金後納郵便料金支出について
4,800

淀川区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成25年7月分の料金後納郵便料金支出について
3,480

淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金平成２５年８月分支払資金（一般）の支出について
500,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金平成２５年８月分支払資金（退職）の支出について
10,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２５年度８月支給分療養費（一般）の支出について
602,910

淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約について（平成２５年６月分）
3,395,280

淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
20,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月12日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
670,234

淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月12日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金（退職）の支出について
10,398

淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２５年度８月支給分療養費（一般）の支出について
943,646

淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２５年度８月支給分療養費（退職）の支出について
45,674

淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,300

淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人口動態調査に伴う窓口サービス課（住民登録・戸籍）用事務用品の購入経費の支出について
16,863

淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
568,713

淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金（退職）の支出について
30,224

淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住基カード作成プリンタ用カラーリボンの購入経費の支出について
30,450

淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成２５年度人口動態調査にかかる事務用品等の購入経費の支出について
18,616

淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 窓口サービス課（住民情報・戸籍）にかかる電子レジスター保守点検業務の業務委託料の支出について（第１回）
18,515

淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２５年度８月支給分葬祭費の支出について
550,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２５年度８月支給分出産育児一時金の支出について
323,180

淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 窓口サービス課（住民情報・戸籍）にかかる書類搬送設備保守点検業務の業務委託料の支出について（第２回）
26,670

淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 役務費　通信運搬費 住民票コード通知の発送用後納郵便料金の支出について（７月分）
1,078,990

淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかる平成２５年７月分コピー代金（保険年金）の支出について
19,545

淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民年金事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成２５年７月分料金後納郵便料の支出について
75,700

淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２５年７月分料金後納郵便料の支出について
93,115

淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２５年７月分料金後納郵便料の支出について
1,363,653

淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後期高齢者医療事業にかかる平成２５年７月分料金後納郵便料の支出について
6,079,920

淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民年金事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成２５年７月分料金後納郵便料の支出について
19,855

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
172,990

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員による家庭訪問支援事業にかかる費用弁償の支出について（第１四半期分）
4,000

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（特別保育）　８月分
30,000
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淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（通常保育）　８月分
120,000

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
1,130

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
1,050

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等の報償金の支出について（６月分）
592,570

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
1,253,979

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
48,000

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
3,150

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
20,900

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
19,710

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
1,239

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
4,200

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
12,200

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
24,870

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（６月分）の支出について
9,208

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
498

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
6,985

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
5,000

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
5,500

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
176,280

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
539,523

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
134,068

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
87,730

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
391,255

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
408,080

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
21,130

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
133,466

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（６月分）の支出について
600

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内出張交通費（６月分）の支出について
360

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,832

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,090

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 独居高齢者等サポート事業にかかる講師料の支出について
12,400

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用ゴム印他５点の購入並びに同経費の支出について
4,688

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高齢者福祉月間用消耗品購入費の支出について
6,185

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 白衣等の洗濯手数料（平成２５年６月分）の支出について
13,118

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入経費の支出について
133,297

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度児童手当給付費８月分の支給について
60,000

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 保健福祉業務用鍵付きシステムトレーキャビネット購入費の支出について
120,750

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用品外６点の購入経費の支出について
16,380

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
84,375

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
22,454

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区子育て情報誌「ゆめキッズ」編集印刷業務委託契約の締結並びに同経費の支出について（第１５号）
39,900

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
238,980

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
174,050

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
66,620

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
18,600

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７・８月分）
6,901

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業費の支出について
252,000

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
55,159
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淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
236,972

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
50,000

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
306,541

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
27,664

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
159,922

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
3,740

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
49,700

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
15,000

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
11,169

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
304,954

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
11,000

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
5,250

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
97,525

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
508,202

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
636,155

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７・８月分）
2,475

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７・８月分）
1,600

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用消耗品費の支出について
514

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
8,000

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
108,283

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
310,112

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
109,960

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
88,280

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
62,160

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
7,084

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
5,800

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
4,200

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 災害時要援護者支援事業の委託料の支出について（第１四半期分）
2,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
73,747

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
10,180

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
80,700

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
137,450

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
216,740

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育てカウンセリング事業用講師謝礼金の支出について（４・５月再支出分）
2,634

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 淀川区幼稚園関係者協議会の音声データ反訳による原稿作成業務委託料の支出について
27,720

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
52,284

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
17,728

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
8,100

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
183

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（７月分）
400

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（７月分）
7,140

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用消耗品の購入について（７月分）
3,521

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用消耗品の購入について（７月分）
8,194

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
228,545

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当外勤用自転車外２点の購入経費の支出について
22,564

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 コンパクトデジタルカメラ外２点の購入経費の支出について
25,566

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２５年９月分の扶助費の支出について
35,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２５年９月分の扶助費の支出について
17,000,000
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淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
354,591

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
559,204

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２５年９月分の扶助費の支出について
400,000

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２５年９月分の扶助費の支出について
500,000

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
18,720

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
334

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２５年９月分の扶助費の支出について
700,000

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（７月分）
780

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（７月分）
160

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（７月分）
340

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（７月分）
660

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（７月分）
160

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（７月分）
2,800

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（７月分）
14,410

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（７月分）
80

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（７月分）
6,480

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（７月分）
480

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（７月分）
5,350

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（７月分）
7,130

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（７月分）
2,600

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（７月分）
31,940

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（７月分）
1,120

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（７月分）
124,246

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等の報償金の支出について（７月分）
689,650

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（７月分）
23,555

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（７月分）
12,610

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 白衣等の洗濯手数料（平成２５年７月分）の支出について
10,621

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
69,319

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
245,581

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
57,640

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
1,580

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
82,450

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
18,000

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
20,350

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
10,940

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所における給食材料購入費（８月分）にかかる支出について
3,170,436

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 高齢者・障がい者虐待防止事業にかかる市内出張交通費の支出について（４、５月分）
400

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度８月分重度障がい者医療費助成の支給について
1,968,982

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
45,217

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
194,741

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
45,760

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成25年度８月分　一部負担金相当額等一部助成の支給について
857,577

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成25年度8月分こども健やか医療（こども医療）助成の支給について
8,232

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成25年度8月分こども健やか医療（こども医療）助成の支給について
679,503

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度８月分ひとり親家庭医療費助成の支給について
210,072

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢者・障がい者虐待防止事業にかかる市内出張交通費の支出について（４、５月分）
2,280

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
6,000

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,215
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淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
1,817

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
238,350

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
19,394

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
3,680

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
490,290

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
47,650

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
9,210

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
480

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
7,643

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用消耗品費の支出について（７月分）
7,628

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉関係新任職員研修にかかる市内出張交通費の支出について（５月分）
480

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい福祉サービス担当者会にかかる市内出張交通費の支出について（７月分）
200

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 特別児童扶養手当説明会にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
1,460

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当コピー料金７月分の支出について
10,773

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当コピー料金７月分の支出について
62,904

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
108,700

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
20,900

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
17,750

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
34,060

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
21,750

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
190,163

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
7,365

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
428,760

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 福祉目的住宅説明会にかかる市内出張交通費の支出について（４月分）
700

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（７月分）
860

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務7月分郵便料金の支出について
1,520

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（７月分）
27,460

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（７月分）
1,680

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（７月分）
20,682

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（７月分）
59,630

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（７月分）
2,760

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉業務コピー料金（７月分）の支出について
21,683

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（７月分）
98,620

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（７月分）
5,350

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（７月分）
2,480

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（７月分）
4,530

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護業務7月分郵便料金の支出について
1,680

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務7月分郵便料金の支出について
664,515

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務７月分郵便料金の支出について（受取人払）
69,375

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
265,345

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
1,004

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
14,975

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
189,518

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ７月分）にかかる医師報償金の支出について
97,080

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室講師料7月分の支出について
9,480

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（７月分）
1,805

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（７月分）
37,250

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（７月分）
10,380
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淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（平成25年７月分）
951,450

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度児童手当給付費８月分の支給について
30,000

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（７月分）
1,760

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 母子保健事業用等メジャー他１点の購入並びに同経費の支出について
1,512

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料の支出について（７月分）
128,010

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料の支出について（７月分）
29,110

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢者介護用品、住宅改修説明会にかかる市内出張交通費の支出について（５月分）
240

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（７月分）
170

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（７月分）
3,600

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（７月分）
170

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（７月分）
540

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
6,000

淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書料の支出について
2,100

淀川区役所 政策企画課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入について（広報用レターパック買入分）
13,300

淀川区役所 政策企画課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度大阪市淀川区役所広報紙編集委託契約にかかる経費の支出について（平成25年8月号）
136,500

淀川区役所 政策企画課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 クリップボード外3点（広報事業用）の支払いについて
20,559

淀川区役所 政策企画課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 設置型ハードディスク外1点（広報事業用）の支払いについて
23,299

淀川区役所 政策企画課 平成25年08月09日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 淀川区乗合タクシー運行業務にかかる委託料の支出について（６月分）
454,000

淀川区役所 政策企画課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金の繰入について（８月分・区政会議運営用）
2,133

淀川区役所 政策企画課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大阪市淀川区役所広報紙印刷業務（平成25年5月号～平成26年4月号）（平成25年8月号）
321,093

淀川区役所 政策企画課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整事業・広聴事業・広報事業用後納郵便料金（７月分）の支出について
25,760

淀川区役所 政策企画課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成25年度大阪市淀川区役所広報紙新聞折込委託契約にかかる経費の支出について（平成25年8月号）
405,708

淀川区役所 政策企画課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度大阪市淀川区役所広報紙配付委託契約にかかる経費の支出について（平成25年8月号）
100,224

淀川区役所 政策企画課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について（7月分）
4,480

淀川区役所 政策企画課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について（7月分）
105

東淀川区役所 総務課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成25年５月市内出張交通費（総務）
11,120

東淀川区役所 総務課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成25年５月市内出張交通費（総務）
760

東淀川区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料の支出について
11,775

東淀川区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成25年度　第１回東淀川区区政会議に係る議事テープ起こし及び議事録作成業務委託契約経費の支出について
25,200

東淀川区役所 総務課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課一般事務用プリンタードラムトナーカートリッジ購入経費の支出について
42,000

東淀川区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 平成25年7月21日執行予定　参議院議員通常選挙にかかる防虫・熱中対策品の購入経費の支出について(選挙事務用）
18,060

東淀川区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 毎日新聞・日本経済新聞購読料の支出について
24,915

東淀川区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度　東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」企画編集業務委託（平成25年5月号～平成26年4月号）経費の支出について（８月号分）
152,250

東淀川区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 平成25年7月21日執行予定　参議院議員通常選挙にかかる養生シート購入経費の支出について(投票所設営用）
623,700

東淀川区役所 総務課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年７月分電話料金（出張所センター）の支出について
66,074

東淀川区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 大阪市東淀川区地域福祉バス等試験運行業務委託（第１回中間金）の支出について
4,790,000

東淀川区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入について（平成25年７月分）
176

東淀川区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 7月分東淀川区役所電気料金（本区臨時電力分）の支出について
156,737

東淀川区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入について（平成25年７月分）
19,700

東淀川区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所及び同出張所テックレジスター保守管理業務委託料の支出について
29,624

東淀川区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 第２３回参議院議員通常選挙事務従事者用（期日前分）弁当の納入にかかる支出について
158,400

東淀川区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 第２３回参議院議員通常選挙事務従事者用（投票日分）弁当の納入にかかる支出について
201,300

東淀川区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 第23回参議院議員通常選挙に係る開票所用レンタル物品の支出について
59,640

東淀川区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 第23回参議院議員通常選挙にかかる器材搬送トラック借上経費の支出について
448,875

東淀川区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用ポスタープリンターペーパーの購入経費の支出について
13,776

東淀川区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 第23回参議院議員通常選挙に係る宿泊ホテル借り上げ経費の支出について
122,100

東淀川区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 第23回参議院議員通常選挙にかかるタクシー借上の実施並びに同経費の支出について
441,610

東淀川区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成25年７月分市内出張交通費の支出について（総務課（総合企画））追加分
350
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東淀川区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成25年７月分市内出張交通費の支出について（総務課（総合企画））
3,880

東淀川区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所窓口案内員派遣業務経費の支出について（７月分）
263,886

東淀川区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 第２３回参議院議員通常選挙用臨時電話の加入及び利用料の支払いについて
11,341

東淀川区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東淀川区の広報紙（平成２５年５月号～平成２６年４月号）概算印刷の実施経費の支出について（８月号分）
339,925

東淀川区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス使用料の支出について
6,804

東淀川区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年７月分　後納郵便料金の支出について（総務課（総合企画））
11,160

東淀川区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所及び同出張所一般廃棄物収集・運搬及び処分委託経費の支出について
19,253

東淀川区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所及び同出張所産業廃棄物収集・運搬及び処分委託の支出について（25年７月分）
13,293

東淀川区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度新聞未購読世帯への東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」配付業務委託（平成25年4月号～平成26年3月号）（概算契約）経費の支出について（８月号分）
124,308

東淀川区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区合同庁舎等清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（25年度７月分）
441,000

東淀川区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成25年７月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
1,850

東淀川区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成２５年７月２１日執行参議院議員通常選挙に係る開票立会人報酬の支出について
105,600

東淀川区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成２５年７月２１日執行参議院議員通常選挙に係る期日前投票所投票管理者報酬の支出について
355,200

東淀川区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成２５年７月２１日執行参議院議員通常選挙に係る期日前投票所投票立会人報酬の支出について
608,000

東淀川区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成２５年７月２１日執行参議院議員通常選挙に係る投票所投票立会人報酬の支出について
428,000

東淀川区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成２５年７月２１日執行参議院議員通常選挙に係る投票所投票管理者報酬の支出について
252,000

東淀川区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 平成２５年７月２１日執行参議院議員通常選挙に係る投票所民間事務従事者謝礼の支出について
719,640

東淀川区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 平成２５年７月２１日執行参議院議員通常選挙に係る点字解読者、手話通訳者謝礼の支出について
32,788

東淀川区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 平成25年７月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
315,950

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成25年８月分出産育児一時金・葬祭費の支出について
100,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成25年８月分出産育児一時金・葬祭費の支出について
900,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２５年７月受付分）
548,428

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金平成２５年８月支払資金の支出について
150,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金平成２５年８月支払資金の支出について
20,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２５年６月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課　保険年金）
26,541

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当　事務用ボールペン（黒）外１８点の購入経費の支出について
31,658

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当　事務用ボールペン（黒）外１８点の購入経費の支出について
119,778

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当　事務用ボールペン（黒）外１８点の購入経費の支出について
37,254

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成25年７月分　国民健康保険療養費の支出について
469,005

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成25年７月分　国民健康保険療養費の支出について
6,930

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２５年７月受付分）
721,675

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２５年７月受付分）
190

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(住民情報）補充用水のり外27点の購入経費の支出について
360,150

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２５年７月受付分）
740,005

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２５年７月受付分）
201

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成25年8月受付分）
174,207

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成25年8月受付分）
1,800

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２５年８月受付分）
349,398

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２５年８月受付分）
52,647

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年８月分）
600

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年８月分）
2,600

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所窓口サービス課（住民情報）書類搬送設備（ベルトコンベアー）保守点検業務委託
26,670

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる平成２５年７月分後納郵便料金の支出について
131,810

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（７月分）
9,766

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる平成２５年７月分後納郵便料金の支出について
1,120

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 需用費　消耗品費 東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託用タイルカーペット等購入経費の支出について
169,155

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる平成２５年７月分後納郵便料金の支出について
1,163,110

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（７月分）
493,391
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東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（７月分）
1,528,541

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 備品購入費　庁用器具費 窓口サービス課保険年金担当管理担当　自動紙折り機の購入経費の支出について
148,890

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（７月分）
5,574,089

東淀川区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（７月分）
33,272

東淀川区役所 市民協働課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（６～７月分）（地域防犯対策の推進事業用）
27,400

東淀川区役所 市民協働課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール事業用自動車車検整備費の支出について
58,863

東淀川区役所 市民協働課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年度６月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（市民協働課）
12,960

東淀川区役所 市民協働課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所附設会館使用申込書の作成経費の支出について
8,400

東淀川区役所 市民協働課 平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成25年６月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（市民協働課）（防災力の向上事業用）
13,923

東淀川区役所 市民協働課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 職員の管外出張について
18,720

東淀川区役所 市民協働課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成25年度５月分市内出張交通費の支出について（市民協働課）
13,380

東淀川区役所 市民協働課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 防災力の向上事業　職員防災研修にかかる講師謝礼金の支出について
40,425

東淀川区役所 市民協働課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成25年度６月分市内出張旅費の支出について（市民協働課）
8,390

東淀川区役所 市民協働課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７～８月分）
996

東淀川区役所 市民協働課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所附設会館用映像・音声再生装置購入経費の支出について
10,185

東淀川区役所 市民協働課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（７～８月分）
20,203

東淀川区役所 市民協働課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７～８月分）
2,000

東淀川区役所 市民協働課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 街頭犯罪防止啓発事業用にかかる物品購入経費の支出について
17,740

東淀川区役所 市民協働課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ７月分地域安全対策事業用携帯電話料金の支出について
9,043

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健事業用白衣等洗濯請負代金の支出について（平成２５年６月分）
9,576

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付費の支出について
411,995

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 大阪市立西淡路第２保育所外１保育所における消耗品事業資金８月分の支出について
20,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の委託料支出について（平成２５年６月分）
569,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の委託料支出について（平成２５年６月分）
889,950

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立西淡路第１保育所外６保育所における消耗品事業資金８月分の支出について
210,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座用講師料の支出について（平成２５年７月分 生活習慣病とウォーキング）
8,960

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活保護業務事務用消耗品にかかる経費の支出について
40,719

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成25年6月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
2,089

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 平成25年6月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
9,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 平成25年６月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（生活支援））
27,279

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 平成25年６月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（生活支援））
12,618

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
740

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
1,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成25年6月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
7,930

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の委託料支出について（平成２５年６月分）
1,067,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 平成25年6月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
56

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診（６月分）にかかる報償金の支出について
30,570

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
4,320

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成25年６月分　コピー機に係る消耗品費の支出について(介護保険)
7,103

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 東淀川区役所保健福祉課職員出張旅費の支出について(4月・5月・6月分)
3,710

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 東淀川区役所保健福祉課職員出張旅費の支出について(4月・5月・6月分)
666

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 東淀川区役所保健福祉課職員出張旅費の支出について(4月・5月・6月分)
3,440

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 東淀川区役所保健福祉課職員出張旅費の支出について(4月・5月・6月分)
2,480

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
70,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
89,957

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
14,950

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
9,250
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東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師謝礼の支出について　平成25年7月分
9,340

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師謝礼の支出について　平成25年6月分
9,340

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師謝礼の支出について　平成25年5月分
9,340

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動経費の支出について
19,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 東淀川区役所保健福祉課職員出張旅費の支出について(4月・5月・6月分)
2,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当の支出について（平成２５年８月分）
35,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 東淀川区役所保健福祉課職員（障がい・高齢）出張旅費の支出について（４～６月分）
400

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 東淀川区役所保健福祉課職員（障がい・高齢）出張旅費の支出について（４～６月分）
1,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 東淀川区役所保健福祉課職員（障がい・高齢）出張旅費の支出について（４～６月分）
2,450

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 東淀川区役所保健福祉課職員（障がい・高齢）出張旅費の支出について（４～６月分）
2,140

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
25,205

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
107,550

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(妊婦検診・家財処分)にかかる経費の支出について
55,980

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費にかかる経費の支出について
15,015

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
16,244

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
168,244

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
26,650

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
636,580

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
1,132,545

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 東淀川区役所保健福祉課職員（障がい・高齢）出張旅費の支出について（４～６月分）
700

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 東淀川区役所保健福祉課職員（障がい・高齢）出張旅費の支出について（４～６月分）
540

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 がん検診・厚生統計・乳幼児健診・保健福祉センター事業用Ｘスタンパー外１５点の購入経費の支出について
10,332

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ)にかかる経費の支出について
705,968

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診・厚生統計・乳幼児健診・保健福祉センター事業用Ｘスタンパー外１５点の購入経費の支出について
9,754

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 がん検診・厚生統計・乳幼児健診・保健福祉センター事業用Ｘスタンパー外１５点の購入経費の支出について
5,628

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 がん検診・厚生統計・乳幼児健診・保健福祉センター事業用Ｘスタンパー外１５点の購入経費の支出について
11,970

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成25年4～6月分市内出張交通費（保健福祉課（保健福祉））
3,540

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成25年4～6月分市内出張交通費（保健福祉課（保健福祉））
2,380

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,357

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
167,215

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
47,184

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
78,589

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付費の支出について
1,592,056

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付費の支出について
290,550

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付費の支出について
21,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 被保護者との面談等にかかる出張命令にかかる出張旅費の支出について
2,520

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（その他生活扶助）の支出について
1,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
68,476

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
41,384

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
52,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（その他生活扶助）の支出について
78,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
84,156

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
83,075

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持）の支出について
105,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
68,740

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
12,450

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(長入・食事療養及び非指定)にかかる経費の支出について
75,960
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東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
16,980

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
18,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(検査料)にかかる経費の支出について
21,910

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
144,524

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
8,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業用医師報償金の支出について（平成２５年７月分）
97,080

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
4,930

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師謝礼の支出について　平成25年4月分
9,340

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師謝礼の支出について　平成２５年５月分
9,120

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師謝礼の支出について　平成２５年度４月分
27,100

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
384

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
49,408

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
111,881

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(移送費・紙おむつ)にかかる経費の支出について
312,720

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
2,961

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費・教材代・校外活動費）の支出について
89,420

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
62,572

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
88,610

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
24,920

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師謝礼の支出について　平成２５年度６月分
17,720

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年８月分）
826

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
63,451

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
1,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
255,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
13,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
10,250

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
17,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年８月分）
1,812

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２５年５月～６月分市内出張交通費の支出について（介護保険）
1,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費について（２５年６月申請分）
160,915

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　特別旅費 平成25年度生活保護担当ケースワーカー全国研修会への出張にかかる経費の支出について
91,640

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
779,020

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）にかかる経費の支出について
1,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
54,540

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
15,756

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
4,340

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費・校外活動費）の支出について
478,463

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
24,680

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
9,410

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
24,760

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成25年5月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
7,250

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成25年5月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
11,240

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
344,484

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
13,843

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
60,808

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付費の支出について
584,700

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付費の支出について
502,379
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東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成25年5月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
36,490

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
41,371

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
49,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費(福祉用具及び住宅改修等)にかかる経費の支出について
398,348

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費(福祉用具及び住宅改修)にかかる経費の支出について
67,062

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
12,450

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
67,362

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
219,555

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費について（平成２５年６月申請分）
671,745

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
73,593

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）
2,100

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）
3,700

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）
3,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健事業用市内・管外（近接地）出張交通費の支出について（平成２５年６月分）
6,110

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年８月分）
898

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
52,847

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
11,050

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年８月分）
240

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年８月分）
18,106

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立西淡路第１保育所外６保育所における給食費８月分の支出について
4,811,213

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年８月分）
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年７月分）
3,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ)にかかる経費の支出について
295,790

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　特別旅費 社会福祉主事資格認定通信課程スクーリングにかかる出張旅費の支出について
119,380

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,244

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,553

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
21,630

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
78,589

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,038

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
154,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付費の支出について
322,210

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付費の支出について
498,975

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付費の支出について
99,355

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 高校就学支援事業の視察にかかる出張旅費の支出について
4,020

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
32,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による平成25年9月分扶助費の支出について
65,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
22,312

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による平成25年9月分扶助費の支出について
28,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)にかかる経費の支出について
636,009

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成25年9月分扶助費の支出について
1,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
11,250

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
5,990

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(食事療養費及び長入診療報酬)にかかる経費の支出について
60,320

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による平成25年9月分扶助費の支出について
1,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による平成25年9月分扶助費の支出について
3,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（２５年５月申請分）
966,821

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成の支出について（２５年５月申請分）
91,805

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
7,900
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東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(妊婦検診料)にかかる経費の支出について
19,570

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
5,565

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
16,953

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(検診料及び移送費等)にかかる経費の支出について
111,160

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
154,750

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 酒害教室事業講師謝礼の支出について　平成２５年度４月分
9,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域健康講座（壮年）・保健福祉センター事業用PPCカラー用紙外１０点の購入経費の支出について
10,710

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 地域健康講座（壮年）・保健福祉センター事業用PPCカラー用紙外１０点の購入経費の支出について
15,235

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ)にかかる経費の支出について
776,124

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成25年9月分扶助費　資金前渡金の支出について
7,500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成25年9月分扶助費　資金前渡金の支出について
3,500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持）の支出について
37,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成25年9月分扶助費　資金前渡金の支出について
70,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費(福祉用具及び住宅改修)にかかる経費の支出について
201,629

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成25年9月分扶助費　資金前渡金の支出について
300,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成25年9月分扶助費　資金前渡金の支出について
700,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
1,034,425

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 酒害教室事業講師謝礼の支出について　平成２５年度５月分
9,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 酒害教室事業講師謝礼の支出について　平成２５年度６月分
9,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 酒害教室事業講師謝礼の支出について　平成２５年度７月分
9,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
74,540

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
149,492

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
798

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
26,700

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
695,610

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 住宅改修理由書作成費８月分の支出について
54,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 東淀川区役所保健福祉課職員（障がい・高齢）出張旅費の支出について（６～７月分）
1,730

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 第１０弾「レッツチャレンジウォーキングノート」外３点の作成にかかる所要経費の支出について
133,350

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
80

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
780

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（７月分）
330

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 第44回部落解放・人権夏期講座にかかる参加費の支出について
7,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（７月分）
1,280

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 東淀川区役所保健福祉課職員（障がい・高齢）出張旅費の支出について（６～７月分）
1,950

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）
2,876

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（７月分）
20,060

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（７月分）
63,125

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
5,270

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
99,704

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
141,460

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
29,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,038

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
234,531

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
162,965

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
17,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 東淀川区役所保健福祉課職員（障がい・高齢）出張旅費の支出について（６～７月分）
460

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
111,870

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（７月分）
3,790
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東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（７月分）
2,770

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第７号）
270,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（７月分）
3,660

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 平成25年７月分　郵便料金の支出について（生活支援）
975,125

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
107,104

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
95,205

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）にかかる経費の支出について
346,412

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)にかかる経費の支出について
2,599,775

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
1,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
53,580

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
18,450

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
2,310

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（７月分）
380

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（７月分）
160

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（７月分）
440

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（７月分）
460

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成２５年７月２９日分）の支出について
30,570

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成２５年７月４日分）の支出について
6,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（７月分）
800

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（７月分）
16,280

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（７月分）
140

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（７月分）
12,690

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（７月分）
3,820

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
80

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（７月分）
56,340

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
23,995

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
17,475

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
35,975

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（７月分）
320

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
18,070

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の委託料支出について（平成２５年７月分）
1,067,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の委託料支出について（平成２５年７月分）
1,012,270

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の委託料支出について（平成２５年７月分）
569,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
130,965

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
1,390

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（６月分）
400

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３か月児健診（７月分）にかかる報償金の支出について
97,080

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（７月分）
25,290

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（７月分）
4,320

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成２５年４月～６月分市内出張交通費の支出について（介護保険）
2,920

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成25年７月分
129,229

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成25年７月分
34,850

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成25年７月分
32,785

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 東淀川区役所保健福祉課職員（障がい・高齢）出張旅費の支出について（６～７月分）
360

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 東淀川区役所保健福祉課職員（障がい・高齢）出張旅費の支出について（６～７月分）
890

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（７月分）
7,760

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成25年７月分
400

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）
7,400
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東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（７月分）
1,340

東淀川区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）
6,800

東成区役所 総務課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東成区役所トイレ修繕工事の実施及び経費の支出について
258,982

東成区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 防災リーダーにかかるボランティア保険加入経費（追加２名分）の支出について
1,200

東成区役所 総務課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害住宅電話料金の支出について（７月分）
2,953

東成区役所 総務課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について(６月分)
17,010

東成区役所 総務課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する産業廃棄物処分業務委託経費の支出について(６月分)
2,730

東成区役所 総務課 平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東成区未来わがまち推進会議全体会「勉強会」への講師謝礼金の支出について
10,400

東成区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東成区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（７月分）
3,411

東成区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　大阪市東成区自律的な地域運営を支援するための活動補助金の支出について（東中本まちづくり活動協議会）
200,000

東成区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度　中道小学校生涯学習ルーム「民謡」講師謝礼の支出について
15,000

東成区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度　東中本小学校生涯学習ルーム「民謡部」講師謝礼の支出について
25,000

東成区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度　東中本小学校生涯学習ルーム「健康体操」講師謝礼の支出について
25,000

東成区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度　大成小学校生涯学習ルーム手話講習にかかる講師謝礼の支出について
5,000

東成区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 大阪市東成区学校体育施設開放事業にかかる「グランドポイント他５点」の買入経費の支出について
48,930

東成区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所及び保健福祉センター（分館）ガス使用料の支出について（７月分）
1,614

東成区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働ネットワーク形成支援事業インターネット経費の支出について（6月分）
3,393

東成区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への東成区広報紙「ひがしなりだより」の配付業務委託平成25年４月号～平成26年3月号（概算契約）（7月分）
52,452

東成区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度　大阪市東成区自律的な地域運営を支援するための活動補助金の支出について（北中道地域活動協議会）
130,000

東成区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 区役所及び保健福祉センター（分館）ガス使用料の支出について（７月分）
760

東成区役所 総務課 平成25年08月12日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
7,800

東成区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度　大成小学校生涯学習ルーム手話講習にかかる講師謝礼の支出について
10,000

東成区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東成区役所１階小便器センサー修繕工事の実施及び経費の支出について
26,250

東成区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用携帯電話料金の支出について（平成25年７月分）
5,751

東成区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 東成区幼稚園関係者協議会会議録作成業務にかかる経費の支出について（７月１１日開催分）
34,440

東成区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 東成区幼稚園関係者協議会会議録作成業務にかかる経費の支出について（６月２５日開催分）
34,440

東成区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙常時啓発物品購入経費の支出について
51,450

東成区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院選挙用開票所の開票立会人報酬の支出について
105,600

東成区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院選挙用投票所の投票管理者報酬の支出について
151,200

東成区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院選挙用投票所の投票立会人報酬の支出について
256,800

東成区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院選挙用期日前投票所の投票管理者報酬の支出について
177,600

東成区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院選挙用期日前投票所の投票立会人報酬の支出について
304,000

東成区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院選挙用投票所の民間事務従事者謝礼の支出について
431,784

東成区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院選挙の手話通訳者謝礼の支出について
23,600

東成区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 第23回参議院議員通常選挙開票所事務用物品の購入経費の支出について
33,820

東成区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区民センター設置防犯カメラ電気料金（７月分）の支出について
945

東成区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 開票所における開披台等の借上げ及び設置・撤去作業経費の支出について
91,350

東成区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（７月分）
5,312

東成区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（７月分）
3,231

東成区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（７月分）
1,521

東成区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（７月分）
2,500

東成区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 参院選深夜帰宅用タクシー代にかかる支出について（平成２５年７月分）
1,290

東成区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度　東小橋小学校生涯学習ルーム「ヨーガ教室」講師謝礼の支出について
15,000

東成区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用事務用品の購入経費の支出について
59,608

東成区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度東成区広報紙「ひがしなりだより」編集業務委託平成２５年８月号～平成２６年４月号にかかる経費の支出について（８月号分）
94,750

東成区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課用市内出張交通費の支出について（７月分）
22,028

東成区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所電気使用料の支出について（６月分）
877,567

東成区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉センター（分館）電気使用料の支出について（７月分）
91,272
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東成区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 窓口案内従事者派遣業務にかかる委託料の支出について（７月分）
136,809

東成区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 保健福祉センター（分館）電気使用料の支出について（７月分）
42,951

東成区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 第23回参議院議員通常選挙用電話料金の支出について（７月分）
3,713

東成区役所 総務課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権啓発推進事業　区民まつりでの人権啓発推進事業にかかる講師謝礼の支出について
20,000

東成区役所 総務課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,785

東成区役所 総務課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用コピー料金の支出について（７月分）
35,328

東成区役所 総務課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策事業用物品（自転車他３点）購入にかかる経費の支出について
62,895

東成区役所 総務課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,823

東成区役所 総務課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
6,750

東成区役所 総務課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,700

東成区役所 総務課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 地域安全対策事業用物品（自転車他３点）購入にかかる経費の支出について
2,500

東成区役所 総務課 平成25年08月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
6,000

東成区役所 総務課 平成25年08月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 第23回参議院議員通常選挙用「養生シート」の購入経費の支出について
244,020

東成区役所 総務課 平成25年08月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 第２３回参議院議員通常選挙事務用コピー料金の支出について（７月分）
8,512

東成区役所 総務課 平成25年08月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 第23回参議院議員通常選挙事務従事者用（期日前）弁当の購入経費の支出について（食糧費・９６名分）
79,200

東成区役所 総務課 平成25年08月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 第23回参議院議員通常選挙事務従事者用（当日・Ａグループ）弁当の購入経費の支出について（食糧費・７４名分）
61,100

東成区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「平和を考える会」開催事業にかかる折り紙の購入経費の支出について
7,560

東成区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する産業廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について(７月分)
10,080

東成区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する産業廃棄物処分業務委託経費の支出について(７月分)
1,260

東成区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎外１箇所清掃業務委託長期継続経費の支出について(７月分)
309,204

東成区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について(７月分)
7,963

東成区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口案内従事者業務委託にかかる委託料の支出について（平成２５年７月分）
115,152

東成区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区保健福祉センター（分館）警備業務委託長期継続経費の支出について（７月分）
25,347

東成区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報パソコン（省スペース型）長期借入にかかる経費の支出について(７月分)
9,891

東成区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 東成区保健福祉センター（分館）警備業務委託長期継続経費の支出について（７月分）
11,928

東成区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 東成区役所庁舎外１箇所清掃業務委託長期継続経費の支出について(７月分)
28,896

東成区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 委託料　委託料 投票所資材の搬入・搬出に伴う業務委託料の支出について
428,400

東成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 東成区災害対策職員住宅にかかる賃借料等の支出について（平成２５年９月分）
141,000

東成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進担当出張交通経費（７月分）の支出について
1,700

東成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進担当出張交通経費（７月分）の支出について
460

東成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進担当出張交通経費（７月分）の支出について
870

東成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進担当出張交通経費（７月分）の支出について
920

東成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進担当コピー料金の支出について（７月分）
40,287

東成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策事業（地域安全プロジェクト）用啓発物品「マジックバルーン」購入にかかる経費の支出について
15,330

東成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進担当事務用後納郵便発送経費（７月分）の支出について
220

東成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用後納郵便料の支出について（７月分）
895

東成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進担当事務用後納郵便発送経費（７月分）の支出について
2,720

東成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政総括担当用後納郵便料の支出について（７月分）
11,260

東成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政総括担当用後納郵便料の支出について（７月分）
1,480

東成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政総括担当用後納郵便料の支出について（７月分）
3,980

東成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 東成区幼稚園関係者協議会会議録作成業務にかかる経費の支出について（７月２２日開催分）
34,440

東成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 東成区地域防災リーダーにかかるボランティア保険（追加３名分）経費の支出について
1,800

東成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成25年７月分）
1,080

東成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成25年７月分）
4,230

東成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 旅費　普通旅費 参議院選挙業務にかかる市内出張交通費の支出について（７月分）
3,280

東成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成25年７月分）
2,089,950

東成区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２５年７月分）
850,000

東成区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２５年８月分）
100,000
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東成区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成２５年８月分）
900,000

東成区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（８月分）資金前渡
100,000

東成区役所 窓口サービス課 平成25年08月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成２５年７月分）
495,852

東成区役所 窓口サービス課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
18,300

東成区役所 窓口サービス課 平成25年08月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（８月分）一般
336,138

東成区役所 窓口サービス課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度窓口用電子レジスター保守点検業務委託料の支出について（４月～７月分　１回目／全３回）
11,109

東成区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金：管理）用コピー料金の支出について（７月分）
1,158

東成区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２５年８月分）
650,000

東成区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成２５年８月分）
468,680

東成区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）出張交通費（７月分）の支出について
860

東成区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）出張交通費（７月分）の支出について
400

東成区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課市内出張交通費の支出について（平成２５年７月分）
460

東成区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー機の利用料金の支出について（７月分）
13,300

東成区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録事務用後納郵便料の支出について（平成２５年７月分）
66,700

東成区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー料金の支出について（２５年７月分）
214

東成区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金送付用後納郵便料の支出について（２５年７月）
3,000

東成区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 役務費　通信運搬費 住民登録事務用後納郵便料の支出について（平成２５年７月分）
1,174,650

東成区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー料金の支出について（２５年７月分）
4,357

東成区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金送付用後納郵便料の支出について（２５年７月）
416,888

東成区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課市内出張交通費の支出について（平成２５年７月分）
400

東成区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金送付用後納郵便料の支出について（２５年７月）
547,315

東成区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２３年７月分～平成２５年７月分）
708,218

東成区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２５年５月分～平成２５年７月分）
39,905

東成区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（８月分）一般
859,931

東成区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー料金の支出について（２５年７月分）
2,189

東成区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金送付用後納郵便料の支出について（２５年７月）
3,185,910

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費償還給付にかかる支出について
19,614

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児通所給付費償還給付にかかる支出について
21,188

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（７月分）の支出について（４件分）
71,800

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（特別保育用・平成25年８月分）
10,000

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（平成25年８月分）
60,000

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東成区健康づくり講演会における講師謝礼の支出について（6月29日実施分）
21,760

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
97,650

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
60,900

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜４・５・６・７月分＞の支出について（４件分）
117,112

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
14,000

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度『「おまもりネット事業」を活用した高齢者・障がい者等支援セーフティネット構築事業』業務委託にかかる委託料の支出について（第２四半期分）
5,575,000

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
9,000

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
468,631

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
24,400

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(７月分）の支出について（６件分）
83,540

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
21,000

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（６件分）
18,900

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
434,770

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(７月分）の支出について（２件分）
41,800

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 同意確認書返信用封筒の作成業務経費の支出について
21,000

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給）
34,494



平成25年度（平成25年08月）　公金支出情報

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

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
143,950

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
10,290

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜４月分＞の支出について
71,412

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について(２件分)
10,000

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
220,320

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１月分・６月分）の支出について（６件分）
70,587

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（７月分）の支出について（１５名分）
126,362

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
94,500

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について（２件分）
157,450

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（６月分）の支出について（２件分）
23,080

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(装具代)の支出について
5,700

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について（４件分）
104,784

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（５件分）
26,200

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について(２件分)
7,900

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
17,905

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
29,500

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給）
49,584

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について（３件分）
68,598

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給）
307,877

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
208,460

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
388,000

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
173,829

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（８月分）の支出について（７件分）
82,996

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代の支出について（２件分）
23,130

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について（２件分）
202,000

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
8,250

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
17,904

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
10,000

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入負担金・住宅改修負担金の支出について（２件分）
18,950

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について（３件分）
631,580

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ナイトエクササイズにおける講師謝礼の支出について（７月実施分）
19,920

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用公用車にかかる車検費用の支出について
1,100

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 各種保健事業用公用車にかかる車検費用の支出について
27,840

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 各種保健事業用公用車にかかる車検費用の支出について
30,000

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給）
272,960

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
32,900

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
54,990

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用事務用品購入経費の支出について
13,571

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（８月分）の支出について(２件分)
8,364

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（８月分）の支出について
3,213

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(８月分）の支出について（４件分）
34,750

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(８月分）の支出について
10,227

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(８月分）の支出について
12,600

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（８月分）の支出について
4,380

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
48,000

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（７月分）の支出について（２８名分）
247,819

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（８月分）の支出について
11,706

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜７月分＞の支出について
99,940
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東成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜７月分＞の支出について
31,152

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜７月分＞の支出について
27,680

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について(３件分)
10,350

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について（３件分）
11,250

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
6,000

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
1,627

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
4,981

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
9,548

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
1,600

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
216

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
6,000

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
24,000

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
167,305

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
74,500

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（８月分）の支出について（２件分）
34,500

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
189,000

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（８月分）の支出について（２件分）
16,940

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（８月分）の支出について
20,900

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
7,200

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
21,500

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
9,650

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（６件分）
20,800

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
59,850

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜６月分＞の支出について
140,609

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
6,790

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,200

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
5,250

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東成区感染症講演会用チラシ印刷経費の支出について
19,950

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給）
107,212

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（８月分）の支出について（２件分）
24,090

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜７月分＞の支出について
31,510

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入負担金の支出について
819

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,200

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,340

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について(３件分)
14,050

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（９月分）
27,303,042

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
73,500

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(８月分）の支出について
20,900

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（８月分）の支出について
20,900

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（９月分）
15,489,577

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（９月分）
333,020

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜７月分＞の支出について
10,500

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜７月分＞の支出について
106,470

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜７月分＞の支出について
14,400

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入負担金・住宅改修負担金の支出について
11,000

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,775

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者診療報酬の支出について
6,120
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東成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
22,454

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用定例・新規追給払分扶助費の支出について（９月分）
957,730

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉事業従事者への報償金の支出について（６月分）
37,620

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉事業従事者への報償金の支出について（７月分）
19,420

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
44,333

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
53,000

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
287,405

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（８月分）の支出について（２５名分）
99,225

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費(８月分）の支出について
1,020

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所給間食材料代の支出について（平成25年8月分）
1,319,828

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（８月分）の支出について（５４名分）
362,439

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜７月分＞の支出について
124,200

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
22,454

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（3件分）
11,250

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者診療報酬の支出について（２件分）
76,680

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,250

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
90

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
2,560

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
36,105

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
21,998

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障害者日常生活用具給付費の支出について
180,154

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
179

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
902

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
5,866

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
64,040

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(８月分）の支出について
20,900

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜７月分＞の支出について
134,163

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜４～７月分＞の支出について
137,173

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜７月分＞の支出について
16,869

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
6,000

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
6,000

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(装具代)の支出について
73,953

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
1,000

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
226,800

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（壮年期）における講師謝礼の支出について（平成２５年８月分）
10,200

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
13,300

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
1,600

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
3,520

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
400

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
21,580

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
560

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
73,695

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
2,440

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
3,050

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
143

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（７月分）
1,320

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（７月分）
4,370
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東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（７月分）
2,340

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（７月分）
240

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健事業用コピー料金の支出について（７月分）
20,896

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
4,480

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
480

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉事業用コピー料金の支出について（７月分）
15,565

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成償還払の支出について（平成２４年７月～平成２５年７月分）
717,490

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成償還払の支出について（平成２４年９月～平成２５年７月分）
210,862

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（７月分）
5,880

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用コピー料金の支出について（７月分）
27,256

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（７月分）
509,872

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について（２件分）
371,500

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による文書料の支出について
1,580

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（８月分）の支出について（４件分）
67,600

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
80,850

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜７月分＞の支出について
90,389

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜８月分＞の支出について
30,058

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
8,400

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
4,200

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（７月分）
820

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
320

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ）従事医師への報償金の支出について（７月分）
48,540

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
12,680

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
1,280

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
480

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（７月分）
2,340

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
560

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
2,220

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（７月分）
2,600

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 福祉事業用コピー料金の支出について（７月分）
7,472

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成償還払の支出について（平成２４年１１月～平成２５年７月分）
285,530

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成償還払の支出について（平成２５年２月～平成２５年７月分）
12,818

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等従事者への報償金の支出について（７月分）
311,570

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
11,930

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険・高齢者福祉）コピー料金の支出について（７月分）
7,294

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
54,812

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
14,298

東成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
480

生野区役所 総務課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成２５年度生野区役所簡易水道検査経費の支出について
8,400

生野区役所 総務課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 学校教育フォーラム議事録作成業務の経費支出について
38,220

生野区役所 総務課 平成25年08月05日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙事務用消耗品(お茶）の購入経費の支出について
22,176

生野区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金の繰入について（7月分）
15,606

生野区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 総務課用小口支払基金の繰入について（7月分）
2,112

生野区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金の繰入について（7月分）
80

生野区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金の繰入について（7月分）
3,120

生野区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金の繰入について（7月分）
160

生野区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金の繰入について（7月分）
31,572
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生野区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙事務用弁当（期日前）の購入経費の支出決定について
76,800

生野区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金の繰入について（7月分）
510

生野区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　手数料 総務課用小口支払基金の繰入について（7月分）
4,410

生野区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙事務用消耗品（ゴム印外２点）の購入経費の支出について
9,565

生野区役所 総務課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平成25年度災害対策職員用住宅に係る電話回線使用料（基本料）の支出について（７月分）
2,691

生野区役所 総務課 平成25年08月12日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙 選挙事務用弁当（当日夜分）の購入経費の支出について
92,800

生野区役所 総務課 平成25年08月12日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙 選挙事務用弁当（当日昼用）の購入経費の支出決定について
92,800

生野区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジ外１３点の購入経費の支出について
72,240

生野区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジ外１３点の購入経費の支出について
45,360

生野区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジ外１３点の購入経費の支出について
31,290

生野区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジ外１３点の購入経費の支出について
12,621

生野区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジ外１３点の購入経費の支出について
49,980

生野区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生野区役所　お客様エスコートサービス事業委託予定者選定委員に対する報償金の支払いについて
49,095

生野区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課市内出張旅費の支出について（６月分）
14,380

生野区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 平成25年度参議院議員通常選挙における民間事務従事者謝礼及び手話通訳者謝礼の支出について
702,408

生野区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 旅費　普通旅費 参議院議員通常選挙における職員市内出張旅費の支出について（６月・７月分）
13,010

生野区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 負担金、補助及交付金　会費 選挙事務講習会にかかる市区町村分担金の支出について
1,000

生野区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙にかかる寝具借入経費の支出について
34,650

生野区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度生野区広報紙『広報いくの』（平成25年5月号～平成26年4月号）印刷業務委託経費の支出について（平成25年8月号分）
426,300

生野区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所窓口案内員派遣業務（長期継続）経費の支出決定について（平成25年7月分）
203,700

生野区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 委託料　委託料 参議院議員通常選挙にかかる投票所への器材搬入及び撤収業務経費の支出について
312,900

生野区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区役所庁舎２階多目的トイレ引戸及び２階給湯室引戸修繕経費の支出について
85,050

生野区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成25年度参議院議員通常選挙における選挙従事者報酬の支出について
1,244,900

生野区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙事務用消耗品（選挙記載台収納用ダンボール）の購入経費の支出について
31,027

生野区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成25年度第1回区政会議議事録作成業務経費の支出について
26,460

生野区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所庁舎清掃業務委託経費の支出について（７月分）
451,500

生野区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用デスクトップパソコンのリース費用の支出について（７月分）
3,780

生野区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 生野区役所ケーブルテレビ利用料の支出について（７月分）
5,019

生野区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式のリース費用の支出について（７月分）
68,166

生野区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー料金の支出について（７月分）
65,610

生野区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分総務課郵便後納料の支出について
3,880

生野区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分総務課郵便後納料の支出について
320

生野区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分総務課郵便後納料の支出について
9,160

生野区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分総務課郵便後納料の支出について
1,370

生野区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分総務課郵便後納料の支出について
6,450

生野区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙担当料金後納郵便料の支出について（７月分）
7,020

生野区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙事務用コピー料金の支出について（７月分）
56,201

生野区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙担当料金後納郵便料の支出について（７月分）
2,862,705

生野区役所 市民協働課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生涯学習ルーム事業にかかる報償金の支払について（５月分）
49,000

生野区役所 市民協働課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度市民協働型自転車利用適正化事業（JR桃谷駅・近鉄鶴橋駅周辺）経費の支出について（第１四半期分）
1,318,540

生野区役所 市民協働課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（５月追加分）
2,000

生野区役所 市民協働課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（６月分）
60,000

生野区役所 市民協働課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課用小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,155

生野区役所 市民協働課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課用小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
840

生野区役所 市民協働課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 市民協働課用小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,000

生野区役所 市民協働課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 市民協働課用小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
4,200

生野区役所 市民協働課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（４月分）
5,000

生野区役所 市民協働課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生涯学習ルームにかかる講師謝礼の支出について（生野南小学校）
20,000
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生野区役所 市民協働課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域自主防災活動支援事業生野地区運営委員会防災マップの作成経費の支出について
105,000

生野区役所 市民協働課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課市内出張交通費の支出について（６月分）
16,940

生野区役所 市民協働課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 こども１１０番の家事業用旗の購入経費の支出について
408,870

生野区役所 市民協働課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度生野区コミュニティ育成事業経費の支出について（第2四半期分）
1,680,840

生野区役所 市民協働課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課用小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
4,276

生野区役所 市民協働課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 市民協働課用小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
4,000

生野区役所 市民協働課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課用小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,400

生野区役所 市民協働課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 市民協働課用小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,200

生野区役所 市民協働課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全コミュニティづくり事業地域安全防犯パトロール用携帯電話料金の支出について（７月分）
10,054

生野区役所 市民協働課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 地域安全コミュニティ事業青色防犯パトロール車両（電気自動車）の法定点検の実施経費の支出について
8,400

生野区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 第一回「多様な公共を担う地域社会ワークショップ」業務事業者選定会議にかかる委員報償金の支出について
51,355

生野区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 第一回生野区まち魅力向上ネットワークづくり支援業務事業者選定会議にかかる委員報償金の支出について
51,555

生野区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用コピー料金の支出について（７月分）
27,782

生野区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課料金後納郵便の支払いについて（７月分）
2,380

生野区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課料金後納郵便の支払いについて（７月分）
1,440

生野区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課料金後納郵便の支払いについて（７月分）
240

生野区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課料金後納郵便の支払いについて（７月分）
5,380

生野区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課料金後納郵便の支払いについて（７月分）
240

生野区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成25年度　葬祭費負担金（平成25年度8月分資金前渡金）の支出について
200,000

生野区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成25年度　出産育児一時金（平成25年度8月分資金前渡金）の支出について
1,500,000

生野区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金平成２５年８月分支払資金（一般）の支出について　　　　　　　平成２５年８月１日支払分
200,000

生野区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国保保険料還付金平成２５年８月分支払資金（退職者医療）の支出について　　　　　　平成２５年８月１日支払分
5,000

生野区役所 窓口サービス課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課小口支払基金の繰入について（７月分）
10,000

生野区役所 窓口サービス課 平成25年08月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（退職・７月分）
135,258

生野区役所 窓口サービス課 平成25年08月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成25年度　葬祭費の支給について（受付番号　66～78　13件）
650,000

生野区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費の支給について(一般・８月窓口支払分）
3,070

生野区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（現年・一般）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年８月１６日支払分
1,143,489

生野区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・退職）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年８月１６日支払分
41,476

生野区役所 窓口サービス課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度　書類搬送設備（ベルトコンベアー）保守業務経費の支出決定について
26,670

生野区役所 窓口サービス課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用ポータブルコピー機の購入経費の支出について
27,825

生野区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（一般・８月分）
1,221,043

生野区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成25年度　葬祭費の支給について（受付番号　79～88　10件）
500,000

生野区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（退職・８月分）
35,630

生野区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー料金の支出について（７月分）
28,119

生野区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(外国籍住民登録)後納郵便料金（７月分）の支出について
25,470

生野区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）後納郵便料金（７月分）の支出について
94,010

生野区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）後納郵便料金の支出について（７月分）
28,152

生野区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）後納郵便料金（７月分）の支出について
4,515,770

生野区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）後納郵便料金の支出について（７月分）
659,882

生野区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）後納郵便料金の支出について（７月分）
2,067,584

生野区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）後納郵便料金の支出について（７月分）
4,514,140

生野区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）後納郵便料金の支出について（７月分）
245,010

生野区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金：保険）後納郵便料金の支出について（７月分）
190

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費荷造運搬費等の支出について
42,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる紙おむつ代の支出について
20,700

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
24,721

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所消耗品費事業資金の支出について（特別保育平成２５年度第２四半期分）
20,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所消耗品費事業資金の支出について（通常保育平成２５年度第２四半期分）
120,000
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生野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活支援担当職員市内出張交通費の支出について（平成２５年６月分）
540

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当職員市内出張交通費の支出について（平成２５年６月分）
600

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（6月分）
10,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
78,589

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
43,900

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
8,880

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
220,754

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
30,148

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,500

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
319,100

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当職員市内出張交通費の支出について（平成２５年６月分）
800

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当職員市内出張交通費の支出について（平成２５年６月分）
4,390

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（6月分）
15,894

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（6月分）
10,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（６月分）
19,664

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（６月分）
4,916

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
13,330

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
130,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金について
15,250

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診療報酬（長期入院特別料金分）の支出について
42,600

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
32,700

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
21,200

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診察・検査料の支出について
2,700

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費8月分の支出について（8月5日振込）
10,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
18,325

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費荷造運搬費等の支出について
95,250

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
38,850

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
7,170

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
62,825

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費荷造運搬費等の支出について
120,750

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる紙おむつ代の支出について
3,318

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　被保護者にかかる出産費用の支出について
30,310

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　被保護者にかかる出産費の支出について
29,500

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
221,340

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
226,400

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 大阪市立小学校及び中学校にかかる教育扶助費の支出について
1,051,966

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）医師等連絡返信用切手の購入経費の支出について
1,520

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）医師等連絡返信用切手の購入経費の支出について
1,520

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）医師等連絡返信用切手の購入経費の支出について
4,960

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
140,380

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
93,163

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
78,589

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
6,118

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
22,989

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
45,217

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
9,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
3,399
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生野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
23,220

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
262,431

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
19,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
27,700

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座講師料の支出について（7月22日分）
12,820

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
357,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかるおむつ代の支出について
46,700

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる妊娠検査料の支出について
32,900

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる紙おむつ代の支出について
18,200

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
42,280

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
62,676

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
39,109

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
37,521

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
369,940

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
37,422

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
8,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
56,400

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
25,083

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる妊娠検査料の支出について
3,780

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
88,200

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
40,112

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診療報酬（長期入院特別料金分）の支出について
14,200

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
271,148

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
235,120

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２５年度ＢＣＧ予防接種報償金の支出について（７月分）
72,810

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２５年度７月分　歯科健康相談報償金の支払いについて
30,570

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２５年度７月分・乳幼児健診等報償金の支払について
366,410

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,400

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
25,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
18,900

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる妊娠検査料の支出について
3,780

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
15,334

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 庁内情報端末（ＡＦＧＷ２２７Ｃ）の修繕経費の支出について
24,528

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
12,118

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
49,350

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬等の支出について
68,250

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
11,928

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
71,567

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる妊娠検査料（生活扶助）の支出について
7,136

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
105,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診療報酬（非指定医療機関診療費）の支出について
4,330

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる診察・検査料の支出について
4,987

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
78,450

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
207,750

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事務用コピー料金の支出について（７月分）
18,207

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 大阪市立小学校及び中学校にかかる教育扶助費の支出について
483,379

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
211,457
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生野区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
32,850

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　筆耕翻訳料 障害者自立支援協議会にかかる手話通訳者派遣経費の支出について
13,200

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について
45,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
205,599

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
62,400

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談事業講師謝礼の支出について(６月分)
18,920

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室・生活技能訓練講師謝礼の支出について（６月分）
20,400

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
52,500

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費９月分の支出について
57,000,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
189,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費９月分の支出について
29,000,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費９月分の支出について
650,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費９月分の支出について
40,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費９月分の支出について
800,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所賄材料費の支出について（平成２５年８月分）
1,753,563

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪市身体障がい者（児）補装具費の支給について
45,217

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者に係る葬儀扶助費の支出について
227,180

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　被保護者にかかる葬祭扶助費の支出について
450,030

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
2,734

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
13,800

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
94,500

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる家財処分料の支出について
149,625

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
6,970

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
41,800

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費（生活扶助）荷造運搬費等の支出について
40,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
9,800

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
18,800

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる文書料の支出について
66,650

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費６・７月分の支出について
1,020

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費６・７月分の支出について
8,280

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
3,100

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,500

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
260,400

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
179,715

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
55,280

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
29,190

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
30,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
5,040

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
94,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる被服費（おむつ）の支出について
6,300

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　被保護者にかかる介護扶助金の支出について
51,570

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費６・７月分の支出について
2,620

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について（８月分）
2,050,686

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費の支出について（８月分）
189,311

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
279,264

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託にかかる経費の支出について（７月分）
810,850



平成25年度（平成25年08月）　公金支出情報

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

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（８月分）
110,699

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成（８月分）の支出について
114,990

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所賄材料費の支出について（平成２５年８月分追加）
6,878

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）後納郵便料（平成２５年７月分）の支出について
133,365

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）後納郵便料（平成２５年７月分）の支出について
42,860

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）後納郵便料（平成２５年７月分）の支出について
560

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活支援担当職員市内出張交通費の支出について（平成２５年７月分）
1,210

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（７月分）の支出について
1,680

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護関係後納郵便料金（７月分）の支出について
160

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）平成25年7月分後納料金の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）平成25年7月分後納料金の支出について
44,214

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）平成25年7月分後納料金の支出について
35,171

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）平成25年7月分後納料金の支出について
24,600

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
50,530

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
18,630

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
7,930

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
179,751

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
255,935

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
4,400

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）平成25年7月分後納料金の支出について
16,030

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）平成25年7月分後納料金の支出について
107,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護関係後納郵便料金（７月分）の支出について
1,520

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当職員市内出張交通費の支出について（平成２５年７月分）
400

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当職員市内出張交通費の支出について（平成２５年７月分）
2,130

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当職員市内出張交通費の支出について（平成２５年７月分）
390

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当職員市内出張交通費の支出について（平成２５年７月分）
460

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２）の支出について（７月分）
68,435

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護関係後納郵便料金（７月分）の支出について
163,420

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護関係後納郵便料金（７月分）の支出について
910,630

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　被保護者にかかる妊娠検査料の支出について
5,800

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる治療材料費の支出について
17,613

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　被保護者にかかる移送費の支出について
60,550

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２５年度　第１回　コホート検討会報償金の支払いについて
17,040

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（７月分）の支出について
450

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（７月分）の支出について
640

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（７月分）の支出について
1,200

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（７月分）の支出について
80

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（７月分）の支出について
160

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（７月分）の支出について
160

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（７月分）の支出について
720

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（７月分）の支出について
1,440

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（７月分）の支出について
6,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（７月分）の支出について
400

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（７月分）の支出について
7,140

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（7月分）
19,920

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）平成25年7月分後納料金の支出について
48,380

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（７月分）の支出について
400

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）平成25年7月分後納料金の支出について
19,550
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生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）平成25年7月分後納料金の支出について
22,460

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）料金後納郵便料（７月分）の支出について
18,290

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所消耗品費事業資金の支出について（通常保育平成２５年度第２四半期分）
120,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所消耗品費事業資金の支出について（特別保育平成２５年度第２四半期分）
20,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（７月分）
14,677

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（７月分）
3,669

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（7月分）
10,000

生野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）平成25年7月分後納料金の支出について
10,000

旭区役所 総務課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎から排出する不要物品収集運搬・処分業務委託にかかる委託料の支出について
210,000

旭区役所 総務課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便の支出について（平成２５年６月分事務費・選挙費）
1,150

旭区役所 総務課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便の支出について（平成２５年６月分常時啓発費・選挙費）
5,760

旭区役所 総務課 平成25年08月05日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便の支出について（平成２５年６月分事務費・選挙費）
23,890

旭区役所 総務課 平成25年08月05日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便の支出について（平成２５年６月分常時啓発費・選挙費）
5,440

旭区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 参議院議員通常選挙に係る帰宅タクシー代（立替払）の支出について
980

旭区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区広報紙用　企画編集業務委託経費の支出について（平成２５年８月号）
123,375

旭区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（４月分）
42,845

旭区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報事務コピー代の支出について（４月分）
26,647

旭区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健衛生コピー代の支出について（４月分）
21,577

旭区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（５月分）
33,153

旭区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災リーダーの育成用装備品の購入経費の支出について
168,945

旭区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙コピー代の支出について（６月分）
9,670

旭区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民登録コピー代の支出について（５月分）
10,993

旭区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍コピー代の支出について（５月分）
4,583

旭区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 税証明発行窓口コピー代の支出について（５月分）
677

旭区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健衛生コピー代の支出について（５月分）
13,545

旭区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健衛生コピー代の支出について（６月分）
19,482

旭区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業用裏メッシュカラーブルゾン等購入経費の支出について
9,145

旭区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報事務コピー代の支出について（６月分）
15,134

旭区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（６月分）
66,368

旭区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙に係る投票管理者報酬の支出について
176,400

旭区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙に係る投票立会人報酬の支出について
299,600

旭区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙期日前投票所に係る投票管理者及び投票立会人報酬の支出について
481,600

旭区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙に係る開票立会人報酬の支出について
88,000

旭区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院議員通常選挙に係る民間事務従事者報償金の支出について
498,750

旭区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院議員通常選挙に係る手話通訳事務従事者報償金の支出について
23,600

旭区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院議員通常選挙に係る点字解読者報償金の支出について
8,800

旭区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙用ビニールシートの購入にかかる支出について
289,590

旭区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙に係る投票所事務従事者用食糧費の支出について（８６名分）
86,000

旭区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙に係る投票所事務従事者用食糧費の支出について（８６名分）
86,000

旭区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎及び旭区保健福祉センター分館から排出する産業廃棄物収集運搬・処分業務委託にかかる支出について（平成２５年７月分）
4,305

旭区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙に係る期日前投票従事者用食糧費の支出について（48名分）
76,800

旭区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 委託料　委託料 参議院議員通常選挙に伴う警備業務委託の支出について
14,700

旭区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙宿泊者用寝具レンタルにかかる支出について
14,175

旭区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 参議院議員通常選挙投票所物品の搬入・搬出および運搬車両にかかる支出について
342,300

旭区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所窓口案内業務従事者派遣に係る経費の支出について（７月分）
156,975

旭区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 参議院議員総選挙投票所巡視等タクシー配車・運行業務代の支出について
242,850

旭区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（総務課　平成２５年６月分）の支出について
17,940

旭区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 参議院議員通常選挙開票所資材搬入・撤収用自動車借上げにかかる支出について
52,920
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旭区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎及び旭区保健福祉センター分館から排出する一般廃棄物収集運搬・処分業務委託にかかる支出について（平成２５年７月分）
17,820

旭区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区保健福祉センター分館機械警備業務にかかる支出について（平成２５年７月分）
35,700

旭区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便の支出について（平成２５年７月分常時啓発費・選挙費）
4,880

旭区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便の支出について（平成２５年７月分常時啓発費・選挙費）
2,309,700

旭区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 旭区広報紙用　印刷業務請負経費の支出について（平成２５年８月号）
198,891

旭区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市旭区区政会議会議録作成業務にかかる支出について（第1回各部会分）
42,000

旭区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎並びに旭区保健福祉センター分館　清掃業務委託にかかる支出について（平成２５年７月分）
405,300

旭区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便の支出について（平成２５年７月分事務費・選挙費）
140

旭区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便の支出について（平成２５年７月分事務費・選挙費）
100,890

旭区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙に係る投票所施設使用料の支出について
35,795

旭区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）２回目
700

旭区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 旭区災害対策職員住宅に係る賃料の支出について（平成２５年９月分）
85,200

旭区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（総務課　平成２５年７月分）の支出について
25,560

旭区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　総務課後納郵便料の支出について
2,430

旭区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　総務課後納郵便料の支出について
3,270

旭区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　総務課後納郵便料の支出について
240

旭区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　総務課後納郵便料の支出について
2,720

旭区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　総務課後納郵便料の支出について
665

旭区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 旭区役所ＮＨＫ放送受信料の支払いについて
20,286

旭区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　総務課後納郵便料の支出について
160

旭区役所 市民協働課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「地域安全対策」プロジェクト事業、青少年育成推進事業、旭区放課後おさらい事業用消耗品の購入について
6,720

旭区役所 市民協働課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「地域安全対策」プロジェクト事業、青少年育成推進事業、旭区放課後おさらい事業用消耗品の購入について
2,730

旭区役所 市民協働課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「地域安全対策」プロジェクト事業、青少年育成推進事業、旭区放課後おさらい事業用消耗品の購入について
24,360

旭区役所 市民協働課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度　夏休みふれあいシアター用ポスター・チラシ作成料の支出について
70,350

旭区役所 市民協働課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
480

旭区役所 市民協働課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,410

旭区役所 市民協働課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 自転車利用適正化事業Ｄｏ!プラン、交通安全運動関係、放置自転車対策（放置禁止指定区域外指導啓発事業）用消耗品の購入経費の支出について
54,180

旭区役所 市民協働課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 自転車利用適正化事業Ｄｏ!プラン、交通安全運動関係、放置自転車対策（放置禁止指定区域外指導啓発事業）用消耗品の購入経費の支出について
54,180

旭区役所 市民協働課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 自転車利用適正化事業Ｄｏ!プラン、交通安全運動関係、放置自転車対策（放置禁止指定区域外指導啓発事業）用消耗品の購入経費の支出について
54,180

旭区役所 市民協働課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年育成推進事業用消耗品の購入経費の支出について
59,325

旭区役所 市民協働課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 あさひ、だいすき♪『旭区検定』にかかるチラシ・ポスターの作成について
94,500

旭区役所 市民協働課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度　夏休みふれあいシアター（人権啓発用映画上映）事業の業務委託料の支出について
157,500

旭区役所 市民協働課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポーターにかかる報償金の支出について（７月分）
32,580

旭区役所 市民協働課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）講師謝礼金の支出について（平成２５年７月分）
50,000

旭区役所 市民協働課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策区業務用電話代の支出について（７月分）
8,564

旭区役所 市民協働課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 旭区魅力発信事業（地域史を活用した講座等）にかかる郵便料（平成２５年７月分）
1,040

旭区役所 市民協働課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（７月分）
320

旭区役所 市民協働課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 旭区魅力発信事業（旭区まち歩きイベント）にかかる郵便料（平成２５年７月分）
80

旭区役所 市民協働課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（７月分）
1,760

旭区役所 市民協働課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 行政連絡調整会議等まちづくり関係経費にかかる郵便料（平成２５年７月分）
3,480

旭区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度　放課後おさらい教室報償金の支出について（７月分）
72,480

旭区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度　旭区にほんご教室講師謝礼金の支出について（７月分）
44,240

旭区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城北公園フェア2013企画・運営業務委託にかかる支出について
8,100,000

旭区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２５年８月分　葬祭費負担金支払準備金
50,000

旭区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成25年8月分　出産育児一時金支払準備金の支出について
450,000

旭区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（８月分支払資金）
27,000

旭区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（８月分支払資金）
3,000

旭区役所 窓口サービス課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 書類搬送ケース購入の支出について
8,190
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旭区役所 窓口サービス課 平成25年08月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
126,054

旭区役所 窓口サービス課 平成25年08月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 出張旅費（７月分）の支出について
1,240

旭区役所 窓口サービス課 平成25年08月15日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 出張旅費（７月分）の支出について
400

旭区役所 窓口サービス課 平成25年08月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２５年度８月分　出産育児一時金の支出について
1,328,484

旭区役所 窓口サービス課 平成25年08月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
134,809

旭区役所 窓口サービス課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）市内出張交通費7月分
600

旭区役所 窓口サービス課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２５年８月分　葬祭費負担金について
750,000

旭区役所 窓口サービス課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分　住民情報業務後納郵送料
91,840

旭区役所 窓口サービス課 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分　住民情報業務後納郵送料
2,010

旭区役所 窓口サービス課 平成25年08月27日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分　住民情報業務後納郵送料
383,280

旭区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
113,342

旭区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（７月分）の支出について
7,980

旭区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（７月分）の支出について
240,052

旭区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（７月分）の支出について
763,601

旭区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費支出について（８月執行分）
567,286

旭区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（７月分）の支出について
4,234,702

旭区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（７月分）の支出について
30,070

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
71,045

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２５年度市立保育所消耗品事業資金（特別保育）８月分の支出について
20,000

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２５年度市立保育所消耗品事業資金（通常保育）８月分の支出について
120,000

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 第15回「あさひあったかまちづくり計画」推進委員会並びに第28回「あさひあったかまちづくり計画をすすめよう会」の手話通訳にかかる経費の支出について
10,000

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
210,828

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
173,600

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
18,230

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
16,680

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
138,507

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　教育扶助費
97,162

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２５年度７月分　ＢＣＧ接種医師報償金の支出について
48,540

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
49,038

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
8,343

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動費の支出について
3,000

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
37,121

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　特別旅費 平成２５年度生活保護担当ケースワーカー全国研修会への参加について
45,820

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の支出　　７月追加分
211,877

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の支出　　７月追加分
34,500

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の支出　　７月追加分
58,360

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
42,500

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成25年6月分　出張旅費の支出について
2,880

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
54,487

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
423,989

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
269,476

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　通院移送費
111,860

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,730

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
700

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
3,600

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
3,400

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見開始の市長申立てにかかる診断書料の支出について
2,100

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成25年7月分　小口支払基金繰戻金の支出について
14,582
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旭区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,800

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成25年7月分　小口支払基金繰戻金の支出について
4,957

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成25年7月分　小口支払基金繰戻金の支出について
7,486

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成25年6月分　乳幼児健康診査等医師等報償金の支出について
311,570

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２５年度市立保育所賄材料費（８月分）の支出について
2,363,551

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
36,771

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
26,680

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
85,210

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
48,000

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,000

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料
36,000

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
325,976

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　家財処分料
199,500

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　住宅改修費
4,389

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料費
350,126

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費
221,470

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２５年４月～７月分の支出について
1,720

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２５年４月～７月分の支出について
930

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
3,160

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成25年7月分　保健福祉センター事業用白衣等の洗濯にかかる支出について
2,373

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２５年４月～７月分の支出について
400

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２５年４月～７月分の支出について
540

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２５年４月～７月分の支出について
720

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
650

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
6,110

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,440

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
21,230

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
400

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２５年４月～７月分の支出について
700

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
6,110

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,020

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
79,160

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　生活移送費
402,150

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の支出　　９月分
26,136,087

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　住宅維持費
52,805

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の支出　　９月分
13,235,099

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の支出　　９月分
366,640

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　通院移送費
2,400

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　通院移送費
240

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の支出　　９月分
100,000

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の支出　　９月分
513,410

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２５年４月～７月分の支出について
460

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
320

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２５年４月～７月分の支出について
360

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２５年４月～７月分の支出について
1,140

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
66,520

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,270

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
880
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旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
3,360

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
11,370

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
82,164

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２５年４月～７月分の支出について
400

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる平成２５年７月分後納郵便料金の支出について
108,545

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる平成２５年７月分後納郵便料金の支出について
30,385

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
7,830

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
54,487

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
93,668

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
102,499

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
61,093

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
7,700

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
314,771

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
25,956

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
408,942

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業、生活技能訓練事業及び精神保健福祉業務（家族教室）講師料の支出について（７月分）
49,960

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
141,880

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,800

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
207,653

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
48,000

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
38,350

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
23,970

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,500

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,800

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
38,150

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
19,950

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
198,000

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
195,880

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
12,600

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,000

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
87,900

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,400

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 いきいき百歳体操の計測機器購入にかかる支出について
49,875

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費（生活移送費）の支出について
1,173,593

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費（福祉用具購入費）の支出について
29,315

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費（住宅改修費）の支出について
7,896

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費
873,615

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料金の支出について
80

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成25年度　重度障がい者医療・65歳以上食事療養費の支出について
955,390

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成25年度　老人医療(一部負担金相当額等一部助成)費の支出について
170,664

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２５年７月分の支払いについて
860

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２５年７月分の支払いについて
400

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２５年７月分の支払いについて
440,071

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２５年７月分の支払いについて
79,840

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費（家財処分料）の支出について
278,775

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代
605,756

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　教育扶助費の支出
1,244,470
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旭区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料
116,250

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料費の支出
8,800

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２５年度６月分　コホ-ト検討会参画医師への報償金の支出について
11,360

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料金の支出について
240

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料金の支出について
80

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料金の支出について
80

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料金の支出について
650

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料金の支出について
400

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料金の支出について
3,120

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料金の支出について
880

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料金の支出について
2,520

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料金の支出について
320

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業業務委託の支出について（７月分）
488,000

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
36,927

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について
14,234

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料金の支出について
17,340

旭区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料金の支出について
160

城東区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（７月分）の支出について
17,012

城東区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金（７月分）の支出について
9,975

城東区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（７月分）の支出について
5,828

城東区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（７月分）の支出について
25,880

城東区役所 総務課 平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活支援出張旅費（４月分）の支出について
5,480

城東区役所 総務課 平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度 城東区広報紙「ふれあい城東」(平成25年7月号）概算印刷にかかる経費支出について
282,240

城東区役所 総務課 平成25年08月06日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 平成25年度 城東区旅客自動車運行業務委託にかかる経費支出について（5月分）
251,304

城東区役所 総務課 平成25年08月06日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 平成25年度 城東区旅客自動車運行業務委託にかかる経費支出について（４月分）
251,304

城東区役所 総務課 平成25年08月06日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 平成25年度 城東区旅客自動車運行業務委託にかかる経費支出について（6月分）
251,304

城東区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 城東区区政会議第1回会議における手話通訳業務の支出について
14,000

城東区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院選挙（期日前）　投票管理者・同職務代理者・投票立会人の報酬支払いについて
481,600

城東区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙事務用　開票立会人用のお茶の購入について
2,500

城東区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活支援出張旅費（６月分）の支出について
1,660

城東区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活支援出張旅費（５月分）の支出について
1,080

城東区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ケーブルテレビ利用料の支払について(６月分)
5,250

城東区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 平成25年度 学校体育施設開放事業にかかる扇風機の購入及び同経費の支出について（上半期）
19,698

城東区役所 総務課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民モニター用　宛名ラベルの購入について
5,880

城東区役所 総務課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　保健福祉センター分館仮施設電気使用料（７月分）
172,652

城東区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理経費　城東区マスコットキャラクター浸透印（スタンプ）外３点の購入にかかる同経費の支出について
6,284

城東区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院選挙（当日分）　投票管理者・同職務代理者・投票立会人の報酬支払いについて
680,000

城東区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院選挙（当日分）　投票所民間事務従事者への報償金支払いについて
718,864

城東区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　観葉植物の購入にかかる同経費の支出について
19,950

城東区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（７月分）の支出について
12,660

城東区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金（７月分）の支出について
27,200

城東区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度 大阪市城東区広報紙「ふれあい城東」企画・編集業務(平成25年8月号）にかかる経費支出について
131,250

城東区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式　借入(平成２０年度調達分、再リース)にかかる契約の支出について
4,788

城東区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員選挙用　投票事務従事者の弁当製造・配達（期日前投票期間）にかかる同経費の支出について
79,200

城東区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度　はぐくみネツト事業　講師謝礼の支出について　(平成25年5月23日　城東小学校区　実施分)
4,000

城東区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院選挙　開票立会人への報酬支払いについて
105,600

城東区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員選挙用　ビニールシートの配達について
376,635

城東区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 参議院議員選挙用　職員帰宅用タクシー代支払いについて
7,770
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城東区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員選挙用　車いすのレンタルにかかる同経費の支出について
8,800

城東区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 平成25年度 城東区旅客自動車運行業務委託にかかる経費支出について（７月分）
272,246

城東区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　手数料 参議院議員選挙用　選挙事務にかかるゴミ回収手数料の支出について
14,175

城東区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員選挙用　公営施設使用の個人演説会会場使用料の支払いについて
21,550

城東区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 参議院議員選挙用　投票所及び開票所の資材搬入出にかかる船車賃借料の支出について
647,850

城東区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　保健福祉センター分館仮施設ガス使用料（７月分）
3,291

城東区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 仮設倉庫電気使用料（７月分）の支払いについて
613

城東区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院議員選挙　点字解読者及び手話通訳者への謝礼（報償金）支払いについて
32,400

城東区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員選挙用　鉛筆外２種の購入にかかる支出について
14,343

城東区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員選挙用　投票事務従事者宿泊用聖賢会館使用料の支出について
2,000

城東区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 参議院議員選挙用　投票終了後職員移動用タクシーの借上げかかる船車賃借料の支出について
176,120

城東区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度　新聞未購読世帯への大阪市城東区広報紙「ふれあい城東5月号」配付業務委託費の支出について
155,439

城東区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 委託料　委託料 参議院議員選挙用　榎並南投票所誘導・補助業務の委託にかかる同経費の支出について
31,500

城東区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅賃貸借にかかる家賃の支出について（平成２５年９月分）
87,000

城東区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＮＴＴ西日本電話使用料（７月分）の支出について
2,953

城東区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 参議院議員選挙用　開票所架設電話使用料の支払いについて
48,018

城東区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度 城東区広報紙「ふれあい城東」(平成25年8月号）概算印刷にかかる経費支出について
282,240

城東区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度　生涯学習ルーム事業　講師謝礼の支出について　(平成25年7月分)
137,400

城東区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用　窓口案内員派遣業務(平成２５年４月～平成２５年８月)の支出について(８月分)
127,221

城東区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区役所庁舎及び城東区保健福祉センター分館庁舎清掃業務委託の支払いについて（７月分）
468,912

城東区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活支援出張旅費（７月分）の支出について
3,160

城東区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　コピー料金(７月分)の支出について
95,622

城東区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（８月分）の支出について
11,564

城東区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　保健福祉センター仮施設・老人福祉センター水道使用料（７月分）
7,114

城東区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 城東区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務の支出について（７月分）
9,180

城東区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　総務課　後納郵便料(７月分)の支出について
3,560

城東区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵送料 ７月分（広報・企画調整・学校関係書類）
6,930

城東区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 城東区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務の支出について（７月分）
5,498

城東区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 庁舎維持管理用　区役所庁舎から排出する産業廃棄物の処分について（７月分）
2,100

城東区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区保健福祉センター分館及び老人福祉センター仮施設の警備委託業務について（８月分）
14,175

城東区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　宿直員用寝具のレンタル経費の支出について（７月分）
9,240

城東区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 城東区役所ならびに城東区保健福祉センター分館仮庁舎　ＡＥＤ(自動対外式除細動機)セット一式長期借入にかかる支出について（７月分）
13,650

城東区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用・参議院議員選挙用　後納郵便料(７月分)の支出について
200

城東区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 後納郵送料 ７月分（広報・企画調整・学校関係書類）
240

城東区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 旅費　普通旅費 参議院選挙用　職員市内出張交通費及び開票後帰宅用タクシー代の支払いについて
2,010

城東区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院選挙事務用　コニカミノルタコピー機使用料（７月分）の支払いについて
54,685

城東区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 参議院選挙用　職員市内出張交通費及び開票後帰宅用タクシー代の支払いについて
1,040

城東区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用・参議院議員選挙用　後納郵便料(７月分)の支出について
4,214,095

城東区役所 市民協働課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市立城東区民ホール施設管理業務代行料（第１四半期分）の支出について
6,251,070

城東区役所 市民協働課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２５年度「種から育てる地域の花づくり支援事業」にかかる花づくり広場電気使用料の支出について（７月分）
2,191

城東区役所 市民協働課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 アイラブ城北川プロジェクト支援事業～川に集い、川に親しむ、都会の中のふるさとまちづくりPR事業～業務委託にかかる支出について（４～７月分）
419,828

城東区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 アイラブ城北川ブランド化プロジェクト用　DVDマルチドライブ他２点の購入および同経費の支出について
11,235

城東区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 絆プロジェクト用　色上質紙の購入および同経費の支出について
14,910

城東区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援担当　後納郵便料の支出について（７月）
4,840

城東区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 城東区地域防災リーダーにかかるボランティア活動保険の加入にかかる同経費の支出について
36,000

城東区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について（平成２５年７月分）
200,000

城東区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について（平成２５年７月分）
1,400,000

城東区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（８月分・一般）支払資金の支出について
50,000
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城東区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（８月分・退職）支払資金の支出について
20,000

城東区役所 窓口サービス課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住基システムプリンタ用ドラムカートリッジ及びトナーカートリッジの購入にかかる同経費の支出について
272,055

城東区役所 窓口サービス課 平成25年08月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
1,022,296

城東区役所 窓口サービス課 平成25年08月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（退職）の支出について
5,121

城東区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用プリンタトナーの購入にかかる支出について
75,600

城東区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産一時金の支出について（８月１６日支払予定）
811,847

城東区役所 窓口サービス課 平成25年08月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について（８月１９日支払い分）
935,587

城東区役所 窓口サービス課 平成25年08月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産一時金の支出について（８月１９日支出予定）
347,700

城東区役所 窓口サービス課 平成25年08月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について（退職）（８月１９日支払い分）
93,891

城東区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用葬祭費の支出について（８月２３日支払予定）
800,000

城東区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般）の支出について
233,481

城東区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（退職）の支出について
1,294

城東区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）使用にかかるコピー代金（７月分）の支出について
17,603

城東区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）戸籍事務にかかる後納郵便料（７月分）の支出について
36,960

城東区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）印鑑登録事務にかかる後納郵便料（７月分）の支出について
52,860

城東区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）住基カード・住基コード等にかかる後納郵便料（７月分）の支出について
43,800

城東区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）7月分コピー代の支出について
2,785

城東区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）７月分後納郵便料の支出について
4,640

城東区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）就学事務にかかる後納郵便料（７月分）の支出について
240

城東区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）住民票コード通知発送事務にかかる後納郵便料（７月分）の支出について
944,550

城東区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）7月分コピー代の支出について
15,426

城東区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）７月分後納郵便料の支出について
2,649,822

城東区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）7月分コピー代の支出について
3,214

城東区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）７月分後納郵便料の支出について
5,303,680

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成　平成２５年７月支給決定分
465,239

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
44,001

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
344,863

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
40,258

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部負担金助成　平成２５年７月支給決定分
47,778

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２５年８月分保育所消耗品費事業資金（特別保育分）の支出について
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２５年８月分保育所消耗品費事業資金（通常保育分）の支出について
120,000

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費　平成２５年７月支給決定分
121,920

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代等）の支出について
664,975

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費（住宅維持費）の支出について
44,625

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
673,294

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
1,000

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
419,705

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
9,453

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
10,088

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成25年7月1日～7月4日分）
5,000

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
760,618

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業扶助費の支出について
1,036,401

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成25年7月1日～7月4日分）
168

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成25年7月1日～7月4日分）
4,000

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２５年８月分保育所賄材料費の支出について
3,806,870

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成25年7月1日～7月4日分）
1,778

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 高校就学支援員派遣事業用ホワイトボード外２４点購入経費の支出について
29,211

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
179,305
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城東区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
1,000

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成　平成２５年７月支給決定分
195,793

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費　平成２５年７月支給決定分
370,570

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部負担金助成　平成２５年７月支給決定分
119,396

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具購入費等）の支出について
23,674

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（眼鏡代等）の支出について
259,699

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２５年７月支給決定分
229,002

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費　平成２５年７月支給決定分
8,182

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
934,790

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成25年7月分）
2,156

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成25年7月分）
11,000

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成25年7月分）
8,280

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成25年7月分）
2,560

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
1,092,582

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（平成２５年７月分）
97,080

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２５年７月分　歯科健康相談にかかる報償金の支出について
36,870

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成25年7月分）
890

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成25年7月分）
3,720

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成25年7月分）
6,365

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２５年７月分　乳幼児健康診査等事業の報償金の支出について
603,740

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成25年7月分）
2,650

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座にかかる報償金の支出について（7月24日分）
8,920

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座にかかる報償金の支出について（7月23日分）
9,140

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成25年7月分）
574

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成25年7月分）
3,400

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成25年7月分）
3,400

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
1,029,968

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（眼鏡代等）の支出について
662,806

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業扶助費の支出について
744,457

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２５年８月支給決定分
146,820

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障害児・者相談支援事業に係る相談員派遣報償金の支出について（７月分）
89,390

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成　平成２５年８月支給決定分
302,063

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支払いについて
6,900

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支払いについて
6,900

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
510,406

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部負担金助成　平成２５年８月支給決定分
72,385

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費の支出について(平成25年9月分)
46,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代等）の支出について
52,500

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費の支出について(平成25年9月分)
21,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費（住宅維持費）の支出について
9,000

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費の支出について(平成25年9月分)
500,000

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
17,365

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具購入費等）の支出について
3,602

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費の支出について(平成25年9月分)
500,000

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用扶助費の支出について(平成25年9月分)
1,500,000

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
415,720

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業および社会復帰相談指導事業にかかる講師謝礼金支出について（７月分）
28,040

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費　平成２５年８月支給決定分
99,670
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城東区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　特別旅費 社会福祉主事資格認定通信課程受講にかかる管外出張旅費等の支出について
59,340

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
583,475

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
84,368

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業扶助費の支出について
902,883

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（眼鏡代等）の支出について
297,949

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 いきいき百歳体操事業用　錘（負荷用）の購入にかかる支出ついて
81,900

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 禁煙セルフヘルプガイドの購入にかかる支出について
125,000

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成25年8月2日～8月8日分）
6,000

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成25年8月2日～8月8日分）
2,000

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成25年8月2日～8月8日分）
13,860

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成25年8月2日～8月8日分）
2,997

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成25年8月2日～8月8日分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（平成25年8月2日～8月8日分）
3,200

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 テープカートリッジ白１２ｍｍロング　外２３点の購入にかかる支出について
39,921

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費　平成２５年８月支給決定分
5,620

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２５年８月支給決定分
110,695

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健活動）事務用コピー代（平成２５年７月分）
9,506

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健）事務用コピー代（平成２５年７月分）
10,953

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）関係事務にかかるコピー料金（25年7月分）
23,003

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（25年7月分）
2,195

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（25年7月分）
33,915

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（25年7月分）
8,570

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（25年7月分）
6,145

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（25年7月分）
10,770

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支払いについて
13,800

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支払いについて
13,800

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）関係事務にかかるコピー料金（25年7月分）
7,017

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（25年7月分）
105,610

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（25年7月分）
14,790

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（25年7月分）
1,000

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（25年7月分）
5,430

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー料金(平成25年7月分)の支出について
40,316

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便の支出について(平成25年7月分)
507,122

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便(受取人払)の支出について(平成25年7月分)
85,230

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会参画医師報償金の支出について
5,680

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（７月分）の支出について
4,000

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（７月分）の支出について
2,000

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（７月分）の支出について
1,000

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（７月分）の支出について
17,000

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（25年7月分）
27,950

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（７月分）の支出について
4,600

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（25年7月分）
41,880

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（25年7月分）
44,470

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（25年7月分）
11,400

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）関係事務にかかるコピー料金（25年7月分）
5,300

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について（25年7月分）
155,280

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（７月分）の支出について
34,070

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）関係事務にかかるコピー料金（25年7月分）
2,900
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城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険関係事務用にかかる後納郵便料金の支出について（７月分）
140,790

城東区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険関係事務用にかかるコピー代（７月分）の支出について
7,938

鶴見区役所 総務課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用トナーカートリッジの購入について
275,100

鶴見区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成25年５月号～平成26年４月号）概算印刷にかかる支出について（７月号分）
353,073

鶴見区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成25年４月号～平成26年３月号）新聞未購読世帯への配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（７月号分）
84,694

鶴見区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 鶴見区福祉バス運行事業用運行業務委託料（６月分）の支出について
582,750

鶴見区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 鶴見区福祉バス運行事業用運行業務委託料（５月分）の支出について
582,750

鶴見区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙執行用セロテープ外７点の購入について
43,281

鶴見区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙執行用ビニールシートの購入について
373,254

鶴見区役所 総務課 平成25年08月05日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙執行用当日投票所用弁当の調達について
128,400

鶴見区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院議員通常選挙執行用投票所民間事務従事者謝礼の支出について
467,766

鶴見区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙執行用投票所立会人報酬の支出について
278,200

鶴見区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用ケーブルテレビ利用料（６月分）の支出について
3,675

鶴見区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙執行用投票所投票管理者報酬等の支出について
645,700

鶴見区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙執行用開票立会人報酬の支出について
105,600

鶴見区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院議員通常選挙執行用点字解読者謝礼等の支出について
32,400

鶴見区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成25年参議院議員通常選挙における巡視用等タクシー借上業務にかかる経費の支出について
354,620

鶴見区役所 総務課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成25年５月号～平成26年４月号）企画・編集業務委託にかかる経費支出について（8月号分）
73,500

鶴見区役所 総務課 平成25年08月12日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙執行用輪ゴム外４点の購入について
63,348

鶴見区役所 総務課 平成25年08月12日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙執行用期日前投票所用弁当の調達について
79,200

鶴見区役所 総務課 平成25年08月12日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙執行用業務用扇風機借入について
98,490

鶴見区役所 総務課 平成25年08月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙執行用選挙用紙分類箱の購入について
34,650

鶴見区役所 総務課 平成25年08月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙執行用寝具借上げについて
14,175

鶴見区役所 総務課 平成25年08月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙執行用宿泊施設借上について
42,500

鶴見区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理事務用市内出張交通費の支出について（総務課（庶務）外２課６月分）
11,630

鶴見区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成25年6月号～平成26年4月号）点字版製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（8月号分）
46,882

鶴見区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理事務用市内出張交通費の支出について（総務課（企画）外３課　６月分から７月分）
8,250

鶴見区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用携帯電話使用料（７月分）の支出について
10,400

鶴見区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院議員通常選挙執行用投票所民間事務従事者謝礼の支出について
11,899

鶴見区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙執行用コピー代金の支出について（７月分）
17,243

鶴見区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 参議院議員通常選挙執行用回線電話使用料の支出について（８月分）
19,146

鶴見区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 参議院議員通常選挙執行用回線電話使用料の支出について（８月分）
8

鶴見区役所 総務課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 鶴見区災害対策用職員住宅にかかる不動産賃借料の支出について（9月分）
140,000

鶴見区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー代金（７月分）の支出について
54,550

鶴見区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴広報事務用コピー代金（７月分）の支出について
2,827

鶴見区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用刺又の購入について
23,100

鶴見区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用鶴見区役所自転車案内及び誘導業務委託について
98,700

鶴見区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「こうほうつるみ」（平成25年４月号～平成26年３月号）新聞未購読世帯への配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（８月号分）
85,032

鶴見区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用鶴見区役所・保健福祉センター庁舎清掃業務委託経費の支出について（７月分）
351,662

鶴見区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理事務用電子レジスター保守管理業務委託について
11,109

鶴見区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用庁内情報利用端末（視覚障がい者用）の借入について（７月分）
1,491

鶴見区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙執行用長方形テーブル及びＦＡＸの借入について
159,971

鶴見区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙執行用公営施設使用個人演説会会場使用料の支出について
29,630

鶴見区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理事務用市内出張交通費の支出について（保健福祉課外２課４月分及び６月分）
11,020

鶴見区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
3,465

鶴見区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用（総務事務用）後納郵便料（７月分）の支出について
4,590

鶴見区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
2,670

鶴見区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用産業廃棄物収集運搬処分業務委託経費（７月分）の支出について
6,582
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鶴見区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（７月分）
7,087

鶴見区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用庁内パソコン等一式長期借入経費の支出について（７月分）
14,595

鶴見区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用寝具類の借入経費の支出について（７月分）
9,240

鶴見区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料の支出について（７月分）
480

鶴見区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料の支出について（７月分）
7,110

鶴見区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 鶴見区福祉バス運行事業用運行業務委託料（７月分）の支出について
582,750

鶴見区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料の支出について（７月分）
2,574,850

鶴見区役所 地域活動支援課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全パトロール業務に係る携帯電話使用料金の支出について（平成25年６月分）
6,100

鶴見区役所 地域活動支援課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 自転車利用適正化事業（Do!プラン）にかかる啓発物品の制作及び同経費の支出について
308,250

鶴見区役所 地域活動支援課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２５年度青少年健全育成鶴見区民大会にかかる映像等記録編集業務の支出について
10,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度大阪市鶴見区自律的な地域運営を支援するための活動補助金の支出について（新たな担い手確保）
200,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度大阪市鶴見区自律的な地域運営を支援するための活動補助金の支出について（新たな担い手確保）
200,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災事業に係る防災リーダー装備品の購入及び同経費の支出について
10,867

鶴見区役所 地域活動支援課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 防災事業にかかる「鶴見区防災マップ」デザイン業務委託料の支出について
39,900

鶴見区役所 地域活動支援課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度区民レクリエーション事業における鶴見区民ソフトボール大会消耗品の購入について
12,348

鶴見区役所 地域活動支援課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 防災事業に係る「鶴見区防災マップ」の印刷業務契約及び同経費の支出について
189,630

鶴見区役所 地域活動支援課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度区民レクリエーション事業における鶴見区バドミントン大会の会場使用料の支出について（平成２５年９月１５日実施分）
26,640

鶴見区役所 地域活動支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課（地域活動支援）コピー代の支出について（平成25年7月分）
6,549

鶴見区役所 地域活動支援課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度区民レクリエーション事業における鶴見区ソフトバレーボール大会のスポーツ用品購入について
9,828

鶴見区役所 地域活動支援課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度区民レクリエーション事業における「鶴見区バドミントン大会」のスポーツ用品購入について
45,045

鶴見区役所 地域活動支援課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成25年7月分）
7,130

鶴見区役所 地域活動支援課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度区民レクリエーション事業における鶴見区民ソフトボール大会スポーツ用品の購入について
21,756

鶴見区役所 地域活動支援課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業講師謝礼金（6・7月分）にかかる報償金の支出について
77,200

鶴見区役所 地域活動支援課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２５年度区民レクリエーション事業における鶴見区民ソフトボール大会の消耗品購入について
15,608

鶴見区役所 地域活動支援課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（防災・防犯）事務用後納郵便料金の支出について（平成25年７月分）
5,850

鶴見区役所 地域活動支援課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民協働事務用後納郵便料の支出について（7月分）
560

鶴見区役所 地域活動支援課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課事務用後納郵便料の支出について（７月分）
2,360

鶴見区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 出産育児一時金及び葬祭費支払準備金（平成25年８月分）の支出について
150,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 出産育児一時金及び葬祭費支払準備金（平成25年８月分）の支出について
900,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（過年度支出還付金）の支出について（８月支払）
75,442

鶴見区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の８月分窓口還付にかかる還付金の支出について
30,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の８月分窓口還付にかかる退職被保険者等還付金の支出について
10,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる装具・食事差額等療養費の支出について
670,790

鶴見区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる装具・食事差額等療養費の支出について
30,389

鶴見区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（過年度支出還付金）の支出について（８月支払）
896,302

鶴見区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（過年度支出退職被保険者等還付金）の支出について（８月支払）
18,972

鶴見区役所 窓口サービス課 平成25年08月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
1,200,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成25年08月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
1,138,033

鶴見区役所 窓口サービス課 平成25年08月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（過年度支出還付金）の支出について(８月２７日支払）
1,290,303

鶴見区役所 窓口サービス課 平成25年08月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（過年度支出退職被保険者等還付金）の支出について（８月２７日支払）
5,185

鶴見区役所 窓口サービス課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（７月分）
5,460

鶴見区役所 窓口サービス課 平成25年08月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（７月分）
286,764

鶴見区役所 窓口サービス課 平成25年08月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（７月分）
762,404

鶴見区役所 窓口サービス課 平成25年08月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（７月分）
565,420

鶴見区役所 窓口サービス課 平成25年08月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（７月分）
2,970,170

鶴見区役所 窓口サービス課 平成25年08月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（７月分）
66,465

鶴見区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報事務用コピー代金（７月分）の支出について
12,566

鶴見区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（７月分）
11,891
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鶴見区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住基法改正に伴う住民票コード送付事務用等後納郵便料の支出について（７月分）
92,170

鶴見区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 住民情報事務用（就学通知書等送付用）後納郵便料の支出について（７月分）
1,260

鶴見区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 役務費　通信運搬費 住基法改正に伴う住民票コード送付事務用等後納郵便料の支出について（７月分）
348,630

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（特別保育8月分）の支出について
20,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（通常保育8月分）の支出について
60,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費(平成２５年８月）の支出について
103,236

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費(平成２５年８月）の支出について
2,860

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金医療助成費(平成２５年８月）の支出について
165,326

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費(平成25年8月2日）の支出について
412,866

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる補助金の支出について（５月申請分）
300,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務関係にかかる市内出張交通費の支出について（平成２５年５月分）
480

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
81,885

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
267,860

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
45,217

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
13,843

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費(平成２５年８月）の支出について
175,066

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費(平成２５年８月）の支出について
166,253

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付金の支出について
49,280

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付金の支出について
10,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金医療助成費(平成２５年８月）の支出について
13,075

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金医療助成費(平成２５年８月）の支出について
57,479

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
233,294

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
25,850

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
2,420

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費(平成25年8月9日）の支出について
49,095

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて（７月分）
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費(平成25年8月12日）の支出について
140,625

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
43,878

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
1,233,167

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
135,249

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
13,843

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
85,593

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支払について（７月分）
3,150

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支払について（７月分）
3,710

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるオムツ代の支出について（２５年７月分）
6,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
6,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材費・学校給食費・校外学習参加費の支出について（平成２５年４～７月）
323,117

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
37,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
1,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
8,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
8,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
4,810

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費(平成25年8月14日）の支出について
131,150

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２５年５～７月分）
110,478

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）の支出について
147,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２５年６～７月分）
108,146

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費(平成２５年８月）の支出について
138,846

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
45,020
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鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付金の支出について
63,100

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
3,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
16,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
169,442

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
58,983

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付金の支出について
19,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金医療助成費(平成２５年８月）の支出について
362,837

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）の支出について
121,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２５年６～７月分）
69,670

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
223,570

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成２５年度７月分)
291,240

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
140,492

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
138,329

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
20,672

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
99,745

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 地域健康講座８月実施分（ひまわり会）にかかる講師謝礼の支払いについて
10,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 第９回「愛Loveこどもフェスタ」における紙芝居等の公演業務委託の支出について
20,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　特別旅費 平成２５年度社会福祉主事資格認定通信課程におけるスクーリングへの参加について
57,980

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
3,914

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）の支出について
92,350

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２５年７～８月分）
24,626

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるオムツ代の支出について（２５年７月分）
11,890

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護世帯にかかる住宅維持費の支出について
110,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修費の支出について
196,140

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
1,134

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
214,885

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所に対する賄材料費8月分の支出について
2,089,958

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
33,148

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
163,665

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
494,661

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
78,589

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
30,076

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
3,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
7,350

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
41,950

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
57,570

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる診察料・文書料・検査料の支出について
11,550

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
206,583

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 第９回「愛Loveこどもフェスタ」における乳幼児向け公演業務委託の支出について
20,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（高齢者支援・２５年４月分）
420

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費(平成２５年８月）の支出について
360,980

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
45,250

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付金の支出について
23,130

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
39,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
22,880

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかる文房具等の購入経費の支出について（テクノタッチ回転印　外３７件）
139,674

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 ９月分生活保護費の支出について
14,266,942
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鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 ９月分生活保護費の支出について
7,269,441

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 ９月分生活保護費の支出について
274,190

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 ９月分生活保護費の支出について
30,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 ９月分生活保護費の支出について
280,060

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費(平成25年8月23日）の支出について
324,895

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 地域健康講座（ひまわり会）における講師謝礼の支払いについて（６月分）
10,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（高齢者支援・２５年４月分）
690

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 後見人等報酬助成金の支払いについて
198,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
2,370

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
290

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
69,778

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
77,250

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
57,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
155,809

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
4,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
4,954

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
3,192

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
896

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 各種保健事業用消耗品購入にかかる支出について
38,997

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
13,415

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
5,880

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）の支出について
84,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２５年７月分）
20,900

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２５年６～７月分）
84,877

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
18,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
13,750

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費(平成25年8月28日）の支出について
130,978

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険業務にかかる市内出張交通費の支出について（４～６月分）
3,180

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（７月分）の支出について
2,570

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（７月分）の支出について
1,612

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（７月分）の支出について
2,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（７月分）の支出について
3,240

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（７月分）の支出について
17,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（７月分）の支出について
260

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（７月分）の支出について
22,130

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（７月分）の支出について
11,270

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（７月分）の支出について
2,160

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
18,836

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
47,250

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
24,205

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（代理受領方式）
14,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（７月分）の支出について
880

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（７月分）の支出について
4,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（７月分）の支出について
640

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（７月分）の支出について
71,020

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（７月分）の支出について
720

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
7,350

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
9,270
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鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（７月分）の支出について
3,040

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（７月分）の支出について
81,210

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（７月分）の支出について
10,950

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（７月分）の支出について
6,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（７月分）の支出について
98,337

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（７月分）の支出について
1,200

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月29日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（７月分）の支出について
5,480

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月29日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（７月分）の支出について
170

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（７月分）の支出について
1,920

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（７月分）の支出について
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 鶴見区地域有償ボランティア育成事業　委託事業者選定会議にかかる審査委員の謝礼について
41,740

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 障害者支援事務用にかかる出張旅費の支出について（６月７月分）
240

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
2,565

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障害者支援事務用にかかる出張旅費の支出について（６月７月分）
320

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障害者支援事務用にかかる出張旅費の支出について（６月７月分）
500

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障害者支援事務用にかかる出張旅費の支出について（６月７月分）
1,060

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障害者支援事務用にかかる出張旅費の支出について（６月７月分）
1,450

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用７月分コピー料金の支出について
1,716

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用７月分コピー料金の支出について
3,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用７月分コピー料金の支出について
1,927

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度高額障がい児（通所・入所）給付費（平成25年1月、5月分）の支出について
4,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成25年度高額障がい福祉サービス費等給付費（平成25年1月、5月分）の支出について
4,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護用市内出張交通費等の支出について（平成２５年４月～７月分）
15,090

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 ７月分料金受取人払後納郵便料（生活保護事務用）の支出について
32,005

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 ７月分料金後納郵便料（生活保護事務用）の支出について
277,264

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２５年７月分）
50,032

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
6,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成２５年７月分）
55,696

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材費・学校給食費・校外学習参加費の支出について（平成２５年４・６・７月）
653,203

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
5,355

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修費の支出について
7,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
19,880

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
28,700

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
1,580

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について（平成２５年７月分）
97,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（７月分）の支出について
400

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（７月分）の支出について
80

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科相談医師等報償金の支出について（平成２５年７月分）
30,570

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（７月分）の支出について
180

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（７月分）の支出について
320

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（７月分）の支出について
9,940

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（７月分）の支出について
1,280

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業、家族教室事業の講師報償金（７月分）の支出について
18,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業、グループワークの講師報償金（７月分）の支出について
36,560

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（７月分）の支出について
7,620

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（７月分）の支出について
560

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用７月分コピー料金の支出について
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成２５年度７月分)
312,500
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鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２５年度５月実施分乳幼児健診報償金支払いについて（戻入分）
47,054

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料（７月分）の支出について
23,275

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用７月分コピー料金の支出について
5,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
8,485

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
77,371

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
2,840

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
1,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
480

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度宿直用寝具の借入にかかる費用の支出について（６月分）
9,240

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（７月分）（２回目）
552

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金の繰入金の支出について（７月分）（２回目）
792

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙における投票管理者等にかかる報酬の支出について
578,000

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙における期日前投票投票管理者等にかかる報酬の支出について
491,200

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙における開票立会人に係る報酬の支出について
96,800

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙における投票立会人にかかる報酬の支出について
5,500

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院議員通常選挙における手話通訳者等にかかる報償金の支出について
32,400

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院議員通常選挙における投票所事務従事者にかかる報償金の支出について
609,295

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院議員通常選挙における投票所施設従事者にかかる報償金の支出について
11,994

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（７月分）（２回目）
2,080

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金の繰入金の支出について（７月分）（２回目）
7,257

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（７月分）（２回目）
22,970

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙にかかる施設使用料の支出について
8,295

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙にかかる施設使用料の支出について
28,295

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２５年度庁舎維持管理用電気使用料の支出について（７月分）
1,001,432

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙にかかる事務用消耗品の経費支出について
306,600

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙における消耗品の購入にかかる経費支出について
80,692

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙における夕食の食糧費にかかる経費支出について
87,200

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙における投票所用茶菓子購入費の経費支出について
25,460

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙における昼食の食糧費にかかる経費支出について
87,200

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙における期日前投票所分の食糧費（９６人分）にかかる経費支出について
76,800

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙における宿泊用布団の借上げにかかる経費の支出について
10,000

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙における宿泊施設借上げにかかる経費支出について
129,600

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙における開票台借上げにかかる経費支出について
127,050

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 参議院議員通常選挙における投票所資材搬入及び搬出にかかる経費支出について
410,550

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 参議院議員通常選挙における事務用タクシー（時間借契約）の賃借にかかる経費支出について
186,200

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 総務課等事務用電子レジスター保守点検業務にかかる経費の支出について（４～７月分）
11,109

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年７月分庁舎維持管理用ケーブルテレビ利用料の支出について
4,389

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度宿直用寝具の借入にかかる費用の支出について（７月分）
9,240

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物処理業務委託所要経費の支出について（７月分）
21,000

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２５年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（７月分）
23,160

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用コピー代金の支出について（７月分）
109,907

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 阿倍野区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）にかかる費用の支出について（７月分）
367,500

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用一般廃棄物処理業務委託所要経費の支出について（７月分）
62,181

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 参議院議員通常選挙における帰宅用タクシーにかかる経費の支出について
5,060

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用消耗品の購入に係る経費の支出について
328,566

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
128,100

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２５年度請求分庁舎維持管理用水道料金の支出について（７月分）
51,435

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２５年度請求分庁舎維持管理用水道料金の支出について（７月分）
106,196
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阿倍野区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２５年度庁舎維持管理用ガス使用料の支出について（７月分）
351,457

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度第１回区政会議（全体会）の議事録作成経費の支出について（７月２５日開催分）
34,440

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙公営施設使用の個人演説会関係経費の支出について
25,850

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度阿倍野区区政会議（第１回住環境部会）の議事録作成経費の支出について（８月１日開催分）
34,440

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度阿倍野区区政会議（第１回教育部会）の議事録作成経費の支出について（８月２日開催分）
34,440

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 旅費　普通旅費 平成25年7月21日執行参議院議員通常選挙事務用市内出張交通費の支出について（7月分）
23,160

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料の支出について（常時選挙事務及び参議院議員選挙事務用）
870

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料の支出について（常時選挙事務及び参議院議員選挙事務用）
2,804,310

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 阿倍野区災害対策職員住宅の賃借料の支払いについて（平成25年９月分）
168,000

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度住民情報担当用後納郵便料の支出について（７月分）
542,800

阿倍野区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年度総務課区政改革担当用後納郵便料の支出について（７月分）
6,320

阿倍野区役所 企画調整課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度新聞未購読世帯への阿倍野区広報紙「広報あべの」配付業務にかかる経費の支出について（7月号）
48,159

阿倍野区役所 企画調整課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分1回目）
598

阿倍野区役所 企画調整課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分1回目）
1,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分1回目）
6,328

阿倍野区役所 企画調整課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分1回目）
2,500

阿倍野区役所 企画調整課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 「講演と演奏の集い」開催にかかる舞台技術・音響設備等使用料の支出について
213,150

阿倍野区役所 企画調整課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 人権啓発事業　夏のふれあい劇場にかかる行事保険料の支出について
13,800

阿倍野区役所 企画調整課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花と緑のまちづくり支援事業にかかる（７月分）水道料金の支出について
1,710

阿倍野区役所 企画調整課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花と緑のまちづくり支援事業にかかる（７月分）水道料金の支出について
1,025

阿倍野区役所 企画調整課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成25年度阿倍野区広報紙新聞折込広告業務にかかる経費の支出について（25年8月号）
263,038

阿倍野区役所 企画調整課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度阿倍野区役所窓口案内業務にかかる経費の支出について（7月分）
205,616

阿倍野区役所 企画調整課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（８月分）電気料金の支出について
4,583

阿倍野区役所 企画調整課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全安心まちづくり用電話料金の支出について（平成25年７月分）
11,719

阿倍野区役所 企画調整課 平成25年08月26日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 「大阪市阿倍野区福祉巡回車両」運行事業にかかる業務委託料（７月分）の支出について
522,950

阿倍野区役所 企画調整課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業に関わる講師謝礼の支出について（平成２５年７分）
47,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整課（企画調整）事務用複写機にかかるコピー代金の支出について（７月分）
1,701

阿倍野区役所 企画調整課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２５年７月）
9,200

阿倍野区役所 企画調整課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 若者が担うまちづくり推進事業外１事業にかかる後納郵便料（７月分）の支出について
2,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 若者が担うまちづくり推進事業外１事業にかかる後納郵便料（７月分）の支出について
720

阿倍野区役所 企画調整課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 阿倍野区安全なまちづくり推進事業外２事業にかかる後納郵便料金（７月分）の支出について
480

阿倍野区役所 企画調整課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 阿倍野区安全なまちづくり推進事業外２事業にかかる後納郵便料金（７月分）の支出について
500

阿倍野区役所 企画調整課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度新聞未購読世帯への阿倍野区広報紙「広報あべの」配付業務にかかる経費の支出について（8月号）
48,766

阿倍野区役所 企画調整課 平成25年08月30日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 役務費　通信運搬費 阿倍野区安全なまちづくり推進事業外２事業にかかる後納郵便料金（７月分）の支出について
380

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険に係る葬祭費の資金前渡の支出について（平成２５年８月分）
50,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険に係る出産育児一時金の資金前渡の支出について（平成２５年８月分）
450,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる8月分歳出還付資金（一般分）の資金前渡の支出について
20,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる8月分歳出還付資金（退職被保険者等還付金分）の資金前渡の支出について
10,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険に係る出産育児一時金の支出について（平成２５年７月分）
426,280

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年度区民サービス課（戸籍）事務用官製はがきの購入費の支出について
10,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる保険料過誤納金の還付について
300,072

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる保険料過誤納金の還付について
6,294

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２５年８月分）
690,471

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２５年８月分）
300,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２５年８月分）
420,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２５年８月分）
19,250

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２５年８月分）
283,810

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 戸籍事務キャラクター入りカード印刷製本経費の支出について
16,380
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阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる保険料過誤納金の還付について
56,848

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
8,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
1,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 区民サービス課（保険管理）における市内出張交通費（７月分）の支出について
400

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
305,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 区民サービス課（保険）順番表示システム機器使用料の支出について（7月分）
12,180

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 区民サービス課（保険管理）における市内出張交通費（７月分）の支出について
1,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険管理）事務用後納郵便料の支出について（7月分）
406,575

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
221,750

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
9,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 順番表示システム機器の賃貸借業務の実施と同経費の支出について（7月分リース料）
12,180

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２５年８月分）
88,654

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２５年８月分）
347,074

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２５年８月分）
73,640

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
4,505,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
44,590

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成25年7月分）
22,160

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ（入院用）にかかる生活扶助費の支出について（平成２５年７月分）
57,370

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成２５年８月分特別保育用）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育事業にかかる高松保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成２５年８月分）
30,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる阪南保育所消耗品の資金前渡金支出について（平成２５年８月分通常保育用）
30,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度ピアカウンセリング（7月分）の講師謝礼の支出について
12,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健事業にかかる市内出張費の支出について（６月分）
5,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入について（２５年７月分①）
298

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入について（２５年７月分①）
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 ぴああべのん及びピアカウンセリング一時保育の市民活動行事保険料（８月分）の支出について
4,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入について（２５年７月分①）
440

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
143,105

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
48,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
72,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ（居宅用）にかかる生活扶助費の支出について（平成２５年７月分）
11,096

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（松虫中・平成２５年７月）
7,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護福祉用具にかかる介護扶助費の支出について（平成25年7月分）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護住宅改修及び介護福祉用具にかかる介護扶助費の支出について（平成25年7月分）
15,830

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の移送にかかる医療扶助費の支出について（平成２５年７月分）
5,560

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の診療費ににかかる医療扶助費の支出について（平成25年7月分）
5,680

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２５年７月分）
15,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料にかかる医療扶助費の支出について（平成25年7月分）
417,142

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護の高等学校等就学にかかる生業扶助費の支出について（平成25年7月分）
1,700

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２５年７月分）
637,175

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入について（２５年７月分①）
4,954

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入について（２５年７月分①）
14,560

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入について（２５年７月分①）
787

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入について（２５年７月分①）
3,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入について（２５年７月分①）
3,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 住宅改修理由書作成費（平成２５年６月分）の支出について
6,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
43,530

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成25年7月分）
7,370
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成25年7月分）
46,502

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成25年7月分）
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料にかかる医療扶助費の支出について（平成25年7月分）
64,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成25年7月分）
18,950

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成25年7月分）
7,049

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（苗代小・平成25年7月）
21,618

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の校外活動にかかる教育扶助費の支出について（晴明丘小・平成２５年７月）
23,566

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（阪南小・平成２５年７月）
114,328

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（長池小・平成２５年７月）
43,616

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料にかかる医療扶助費の支出について（平成25年7月分）
21,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の検診料にかかる医療扶助費の支出について（平成25年7月分）
4,520

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料にかかる医療扶助費の支出について（平成25年7月分）
73,945

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成25年7月分）
5,250

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
10,930

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護の就労支援強化事業にかかる貸出携帯電話用プリペイドカード購入費の支出について
12,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成25年7月分）
25,108

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ（入院用）にかかる生活扶助費の支出について（平成25年7月分）
40,700

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護住宅改修にかかる介護扶助費の支出について（平成25年7月分）
9,780

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成25年7月分）
4,970

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成25年7月分）
11,750

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２５年７月分）
217,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る診断書作成料金の支出について
5,250

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る診断書作成料金の支出について
3,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（高松小・平成２５年７月分）
40,723

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成25年7月分）
9,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
75,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
54,620

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
13,750

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
738,020

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２５年８月分）
20,915

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ（居宅用）にかかる生活扶助費の支出について（平成25年7月分）
26,524

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成25年7月分）
13,960

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ（居宅用）にかかる生活扶助費の支出について（平成25年7月分）
88,291

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２５年８月分）
20,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成２５年７月分）
6,360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の移送にかかる医療扶助費の支出について（平成２５年７月分）
3,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 日本公衆衛生学会近畿地方会参加に伴う管外出張旅費の支出について
1,140

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業にかかる業務委託料の支出について（６月分）
1,062,488

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入について（２５年７月分②）
1,672

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入について（２５年７月分②）
3,076

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ（入院用）にかかる生活扶助費の支出について（平成25年8月分）
20,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助の支出について（平成25年7月分）
5,250

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入について（２５年７月分②）
14,984

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金の繰入について（２５年７月分②）
4,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ（居宅用）にかかる生活扶助費の支出について（平成２５年７月分）
20,054

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成25年8月分）
209,455

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成25年8月分）
8,150
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費の医療扶助費の支出について（平成２５年８月分）
21,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費の医療扶助費の支出について（平成２５年８月分）
14,677

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度子育てカウンセリング事業一時保育にかかる報償金の支出について（７月分）
18,040

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年４・５月分）の支出について
540

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
13,843

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,565

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
46,244

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
56,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年４・５月分）の支出について
1,460

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年４・５月分）の支出について
540

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成25年8月分）
13,260

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年４・５月分）の支出について
290

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年４・５月分）の支出について
940

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年４・５月分）の支出について
540

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年４・５月分）の支出について
860

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年４・５月分）の支出について
2,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年４・５月分）の支出について
460

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 乳幼児健康診査改善プロジェクト事業等における物品の購入について
33,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 乳幼児健康診査改善プロジェクト事業等における物品の購入について
180,747

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年６月分）の支出について
340

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年５月分）の支出について
240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年５月分）の支出について
540

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年５月分）の支出について
2,920

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
54,384

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
13,184

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
36,462

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
128,667

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
3,862

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年５月分）の支出について
540

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年６月分）の支出について
460

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年６月分）の支出について
4,080

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年５月分）の支出について
900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成25年7月）
4,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成25年7月）
960

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越にかかる生活扶助費の支出について（平成２５年８月分）
10,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越にかかる生活扶助費の支出について（平成２５年８月分）
156,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成25年8月分）
40,730

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ及び通院移送にかかる生活扶助費・医療扶助費の支出について（平成25年8月分）
1,590

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成25年8月分）
91,920

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の断酒会及び通院移送にかかる生活扶助費・医療扶助費の支出について（平成25年8月分）
33,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の断酒会及び通院移送にかかる生活扶助費・医療扶助費の支出について（平成25年8月分）
980

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（昭和中学校・平成25年7月分）
19,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護福祉用具にかかる介護扶助費の支出について（平成25年8月分）
998

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の断酒会及び通院移送にかかる生活扶助費・医療扶助費の支出について（平成25年8月分）
480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の断酒会及び通院移送にかかる生活扶助費・医療扶助費の支出について（平成25年8月分）
420

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の紙おむつ及び通院移送にかかる生活扶助費・医療扶助費の支出について（平成25年8月分）
1,480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年５月分）の支出について
2,230
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年６月分）の支出について
1,880

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（７月分）
360,110

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２５年６月分）の支出について
470

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度発達障がいサポート事業サポーターにかかる報償金の支出について（７月分）
168,373

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成25年8月分）
1,499

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成25年8月分）
10,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の断酒会の移送にかかる生活扶助費の支出について（平成25年8月分）
25,740

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護住宅改修にかかる介護扶助費の支出について（平成２５年８月分）
4,030

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護福祉用具にかかる介護扶助費の支出について（平成25年8月分）
3,150

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成25年8月分）
9,530

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２５年８月分）
9,450

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成25年8月分）
13,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成25年8月分）
29,590

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健事業にかかる市内出張費の支出について（７月分）
2,450

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかるコピー代金の支出について（平成25年7月）
27,626

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成25年8月分）
76,642

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２５年８月分）
5,160

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成25年8月分）
32,040

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料にかかる医療扶助費の支出について（平成２５年８月分）
53,620

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成25年8月分）
12,960

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核医療費公費負担事業旅費の支出について（７月分）
580

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 乳幼児発達相談体制強化事業にかかる心理相談員の報償金の支出について（７月分）
183,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
9,270

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２５年８月分）
26,850

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業に係る阪南保育所賄材料費の資金前渡金支出について（平成２５年８月分）
997,097

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業に係る高松保育所賄材料費の資金前渡金支出について（平成２５年８月分）
761,229

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２５年７月分）
4,250

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２５年７月分）
2,870

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２５年７月分）
1,114

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
1,400,284

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
189,674

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２５年７月分）
1,028

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２５年７月分）
2,450

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２５年７月分）
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
11,494

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
44,670

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
214,350

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
15,244

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
242,187

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
68,072

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
7,210

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
302,230

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
85,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品購入経費の支出について
11,739

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２５年８月分）
141,040

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２５年９月定例・随時払分）
31,000,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２５年９月定例・随時払分）
16,000,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２５年９月定例・随時払分）
350,000
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護福祉用具にかかる介護扶助の支出について（平成２５年８月分）
1,932

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２５年９月定例・随時払分）
150,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料にかかる医療扶助費の支出について（平成25年8月分）
25,286

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２５年９月定例・随時払分）
500,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２５年８月分）
207,970

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種医師にかかる報償金の支出について（８月分）
48,540

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 保健事業（精神保健福祉）にかかる報償金（7月分）の支出について
46,680

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２５年８月分）
50,520

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護福祉用具にかかる介護扶助費の支出について（平成２５年８月分）
3,660

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２５年８月分）
18,250

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２５年８月分）
217,805

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者にかかる医療助成費の支出について（平成２５年８月支払分）
1,115,301

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
140,288

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成に係る一部負担金相当額等一部助成費の支出について（平成２５年８月支払分）
398,360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２５年８月分）
133,555

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の断酒会の移送にかかる生活扶助費の支出について（平成25年8月分）
8,090

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の断酒会及び通院移送にかかる生活扶助費・医療扶助費の支出について（平成25年8月分）
520

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護住宅改修にかかる介護扶助費の支出について（平成25年8月分）
2,205

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護福祉用具にかかる介護扶助費の支出について（平成25年8月分）
2,993

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成25年8月分）
26,450

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の訪問看護にかかる医療扶助費の支出について（平成２５年８月分）
2,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の検診料にかかる医療扶助費の支出について（平成２５年８月分）
2,700

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の断酒会及び通院移送にかかる生活扶助費・医療扶助費の支出について（平成25年8月分）
1,720

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２５年８月分）
429,825

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成にかかる医療助成費の支出について（平成２５年８月支払分）
181,647

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭にかかる医療助成費の支出について（平成２５年８月支払分）
38,729

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度不登校児などの居場所づくり事業にかかる報償金の支出について（７月分）
156,210

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の断酒会の移送にかかる生活扶助費の支出について（平成25年8月分）
7,630

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の日帰り断酒会の移送にかかる生活扶助費の支出について（平成２５年８月分）
21,160

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の断酒会にかかる生活扶助費の支出について（平成２５年８月分）
13,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成25年8月分）
48,246

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成25年8月分）
44,741

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２５年８月分）
1,890

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２５年８月分）
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料にかかる医療扶助費の支出について（平成２５年８月分）
36,528

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送にかかる医療扶助費の支出について（平成25年8月分）
53,010

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度子育てカウンセリング事業専門相談にかかる報償金の支出について（８月分）
114,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
37,770

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
142,310

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育てミニニュースの印刷にかかる経費の支出について（８月号分）
29,925

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 親子フェスタのポスター印刷にかかる経費の支出について
24,150

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
4,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
720

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
640

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 ぴああべのん及びピアカウンセリング一時保育の市民活動行事保険料（９月分）の支出について
4,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
40,220

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
13,870

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
4,000
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
1,250

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
8,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
22,866

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
47,555

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
24,472

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
67,465

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
114,268

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
59,915

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
85,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
64,883

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
35,330

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
10,290

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
13,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
9,960

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
81,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
3,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２５年７月）
62,905

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２５年７月）
389,112

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成25年8月分）
18,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越にかかる生活扶助費の支出について（平成25年8月分）
78,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成25年8月分）
22,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成25年8月分）
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料にかかる医療扶助費の支出について（平成25年8月分）
54,178

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
1,280

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
80

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
80

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
90

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
3,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
160

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
1,980

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
60,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
15,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
21,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
1,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
4,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
100,530

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
19,820

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
760

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる料金後納郵便料の支出について（７月分）
105,828

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用乾式電子複写機複写料の支出について（７月分）
3,911

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 認定審査会用茶代の支出について（平成25年8月20日以降分）
23,764

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる料金後納郵便料の支出について（７月分）
20,920

阿倍野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
3,000
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住之江区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成25年度8月分　葬祭費の支払準備金の支出について
100,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成25年度8月分　出産育児一時金の支払準備金の支出について
1,000,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（一般）　平成２５年８月分　支払資金
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（退職）　平成２５年８月分　支払資金
10,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成25年08月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金（歳出還付金・一般　８月分）
1,117,498

住之江区役所 窓口サービス課 平成25年08月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金（歳出還付金・退職　８月分）
44,141

住之江区役所 窓口サービス課 平成25年08月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費（一般分）の支出について
132,300

住之江区役所 窓口サービス課 平成25年08月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２５年度７月分　葬祭費の支出について
300,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成25年08月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２５年度７月分　出産育児一時金の支出について
856,430

住之江区役所 窓口サービス課 平成25年08月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成２５年６月分研修等市内出張交通費の支出について
1,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成25年08月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金（歳出還付金・一般　８月分）
187,460

住之江区役所 窓口サービス課 平成25年08月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２５年６月分研修等市内出張交通費の支出について
540

住之江区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民基本台帳カード作成プリンター用の中間フィルム及びカラーリボン購入費の支出について
53,046

住之江区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
442,498

住之江区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
5,209,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成25年08月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
461,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金（歳出還付金・一般　８月分）
536,817

住之江区役所 窓口サービス課 平成25年08月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成２５年５月分　国民健康保険事業にかかる市内出張交通費の支出について
1,120

住之江区役所 窓口サービス課 平成25年08月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２５年５月分　国民健康保険事業にかかる市内出張交通費の支出について
1,560

住之江区役所 窓口サービス課 平成25年08月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２５年６月分　国民健康保険事業にかかる市内出張交通費の支出について
400

住之江区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（７月分）
13,035

住之江区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる切手購入経費の支出について
8,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２５年度８月分　葬祭費の支出について
500,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２５年度８月分　出産育児一時金の支出について
432,200

住之江区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２５年７月分研修等市内出張交通費の支出について
670

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がい等サポート事業（区独自）にかかる第一四半期請求分のレインボーカードの支出について
28,000

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（６月分）
10,410

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２５年度　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（６月分）
97,080

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立御崎保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（８月分）
10,000

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（８月分）
10,000

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立御崎保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（８月分）
30,000

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（８月分）
30,000

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張交通費の支出について（６月分）
12,559

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張交通費の支出について（６月分）
2,380

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動費（平成25年4月～6月期）の支出について
1,000

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第２号）にかかる経費の支出について
108,675

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について
24,000

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度（高齢者）市長審判請求にかかる診断書作成料の支出について
2,100

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
652,196

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（７月分）
2,561

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払資金繰入金の支出について（７月分）
17,317

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払資金繰入金の支出について（７月分）
4,600

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（７月分）
1,000

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払資金繰入金の支出について（７月分）
7,850

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払資金繰入金の支出について（７月分）
550

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２５年度歯科健康相談事業報償金の支出について（７月分）
30,570

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（７月分）
3,180

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（７月分）
698
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住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（７月分）
9,162

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（７月分）
299

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（６月分）
6,359

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（７月分）
3,600

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払資金繰入金の支出について（７月分）
3,400

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について
573,986

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成費の支出について
277,239

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支給について
227,902

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について
20,184

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第３号）にかかる経費の支出について
300,000

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務にかかる事務用品購入経費の支出について
13,500

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務にかかる事務用品購入経費の支出について
5,000

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務にかかる事務用品購入経費の支出について
4,117

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務にかかる総合福祉（五法）システムトナー購入経費の支出について
91,140

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（７月分）の支出について
8,240

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（７月分）の支出について
53,210

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（７月分）の支出について
8,310

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 　大阪市重度心身障害者（児）住宅改修費給付事業（代理受領方式）経費の支出について
1,000,000

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（７月分）の支出について
32,570

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成25年７月分　社会復帰相談事業講師料の支出について
17,600

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成25年７月分　生活技能訓練講師報償金の支出について
9,680

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（７月分）の支出について
204,027

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（７月分）の支出について
116,550

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２５年７月分）の支出について
108,831

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２５年７月分）の支出について
22,200

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２５年７月分）の支出について
560

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかるコピー代金等の支出について（平成２５年７月分）
1,040

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかるコピー代金等の支出について（平成２５年７月分）
9,520

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかるコピー代金等の支出について（平成２５年７月分）
5,700

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護保険認定審査会委員住之江区連絡協議会出席報酬の支払いについて（平成２５年４月１０日実施分）
813,345

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（７月分）
8,259

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかるコピー代金等の支出について（平成２５年７月分）
842

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について
10,000

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（７月分）
80

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付費（ストマ等）の支出について（代理受領方式）
1,191,836

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（７月分）
2,800

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（７月分）
160

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（７月分）
24,750

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（７月分）
240

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（７月分）
9,300

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２５年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（７月分）
21,000

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
649,050

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 平成25年度公衆衛生事業部全国研修会参加にかかる管外出張旅費の支出について
38,060

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立御崎保育所賄材料費の支出について（８月分）
979,927

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立北加賀屋保育所賄材料費の支出について（８月分）
921,597

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張等交通費の支出について（７月分）
11,401

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年４月～７月分）
2,240

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年４月～７月分）
2,180
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住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年４月～７月分）
3,140

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年４月～７月分）
1,330

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年４月～７月分）
3,000

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年４月～７月分）
970

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年４月～７月分）
1,080

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について
850,667

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス給付費の支出について
6,806

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス給付費の支出について
7,736

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年４月～７月分）
1,380

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年４月～７月分）
540

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成費の支出について
36,193

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２５年度　結核コホート検討会参画医師謝礼金の支払いについて（６月分）
14,200

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２５年度　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（７月分）
97,080

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年４月～７月分）
1,180

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料の支出について（保育ママ　すみのえ）７月分
268,890

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業の業務委託料の支出について（保育ママ　ひだまり）７月分
528,700

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
293,295

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について
3,060

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２５年度乳幼児健診等報償金の支出について（７月分）
481,460

住之江区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）にかかる市内出張等交通費の支出について（平成２５年４月～７月分）
540

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 市民協働型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」（啓発指導員配置及び協議会運営業務）にかかる経費の支出について（平成25年6月分）
1,058,200

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成25年7月21日執行　参議院議員通常選挙における当日投票所投票立会人報酬の支出について
364,400

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成25年7月21日執行　参議院議員通常選挙における期日前投票所投票立会人報酬の支出について
4,900

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成25年7月21日執行　参議院議員通常選挙における期日前投票所投票立会人報酬の支出について
611,000

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成25年7月21日執行　参議院議員通常選挙における期日前投票所投票管理者報酬の支出について
355,200

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成25年7月21日執行　参議院議員通常選挙における当日投票所投票管理者報酬の支出について
214,200

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成25年7月21日執行　参議院議員通常選挙における開票立会人報酬の支出について
105,600

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 平成25年7月21日執行　参議院議員通常選挙における当日投票所民間従事者報償金の支出について
591,278

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 平成25年7月21日執行　参議院議員通常選挙における手話通訳・点字解読者報償金の支出について
32,400

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住之江区区政会議公募委員選考委員会委員への報酬支払について
39,285

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住之江区区政会議公募委員選考委員会委員への報酬支払について
13,095

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住之江区区政会議公募委員選考委員会委員への報酬支払について
39,285

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費
参議院議員通常選挙にかかる期日前及び当日投票管理者等用弁当購入（本区期日前分昼食・夕食、当日住吉川小学校外２箇所分　昼食・夕食）の支出について（延べ１
３２人分） 108,900

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成25年6月分連絡調整・研修等市内出張交通費の支出について
50,840

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 豊かなコミュニティとマルチパートナーシップ等形成促進事業にかかる委託料の支出について（上半期分）
5,700,000

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 平成25年7月21日執行　参議院議員通常選挙における当日投票所民間従事者報償金の支出について
17,894

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所産業廃棄物収集運搬処理業務委託にかかる経費の支出について（７月分）
10,290

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月12日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 第23回参議院議員通常選挙用プリンタートナー等の購入にかかる経費の支出について
33,747

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 第23回参議院議員通常選挙用事務用品の購入にかかる経費の支出について
111,102

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 第23回参議院議員通常選挙にかかる投票所用茶菓子等の購入にかかる経費の支出について（当日１７投票所及び期日前２投票所分）
77,017

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 第23回参議院議員通常選挙投票所用車椅子の賃貸借にかかる経費の支出について
59,500

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 第23回参議院議員通常選挙　南港ポートタウン期日前投票所設営用機材の賃貸借にかかる経費の支出について
860,855

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 第23回参議院議員通常選挙にかかる投票所経路用照明器具の賃貸借にかかる支出について
211,260

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 第23回参議院議員通常選挙にかかる宿泊用寝具借入の支出について
8,820

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 第２３回参議院議員通常選挙における各投票所及び各投票所から住之江区役所への物品及び人員の送致にかかる車両の賃貸借にかかる経費の支出について
394,000

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域防災プラン作成業務事業委託業者選定委員会にかかる委員謝礼の支払について
16,005

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 第２３回参議院議員通常選挙用ビニールシートの購入にかかる経費の支出について
442,575

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙にかかる当日投票管理者等用弁当購入（当日南港桜小学校　夕食用）の支出について（延べ６名分）
5,100
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住之江区役所 政策推進室 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙にかかる当日投票管理者等用弁当購入（当日昼食・夕食用　安立小学校　外１２箇所）の支出について（延べ１４８名分）
122,100

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙にかかる当日投票管理者等用弁当購入（当日昼食用・夕食用　加賀屋東小学校）の支出について（延べ１２名分）
9,900

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 第23回参議院議員通常選挙にかかる宿泊施設の借用の支出について
344,000

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 第23回参議院議員通常選挙にかかる投票所資材の搬入及び撤収業務の支出について
336,000

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム用　色画用紙購入費用の支出について
478

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江区役所庁内情報端末用等プリンタートナーの購入経費の支出について
269,430

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（７月分）
1,040

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（７月分）
640

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（７月分）
600

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（７月分）
160

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（７月分）
160

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 住之江区災害対策職員住宅用賃貸借契約にかかる不動産賃借料（９月分）の支出について
84,000

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業における講師謝礼金の支出について（住吉川小学校ＰＴＡ)
28,400

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（７月分）の支出について
2,454

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江区地域防災リーダー装備品の支払について
183,865

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（７月分）
43,970

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 南港ポートタウンサービスコーナー用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（７月分）
766

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出について（７月分）
21,408

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金（７月分）の支出について
1,890

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進室（総合企画）業務にかかる後納郵便料金の支出について（７月分）
5,320

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事務用後納郵便代金（７月分）の支出について
4,420

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍グループ事務用後納郵便代金（７月分）の支出について
679,060

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事務用後納郵便代金（７月分）の支出について
2,000

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進室（総合企画）業務にかかる後納郵便料金の支出について（７月分）
285

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事務用後納郵便代金（７月分）の支出について
1,120

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（７月分）にかかる支出について
6,804

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所一般廃棄物処理業務委託の支出（７月分）について
22,623

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所庁舎及び住之江区民ホール清掃業務委託の支出（７月分）について
290,995

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 保健福祉センター分館機械警備業務委託の支出（７月分）について
39,900

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 南港ポートタウンサービスコーナー清掃業務委託の支出（日常清掃　７月分）について
22,050

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区保健福祉センター分館清掃業務委託の支出（７月分）について
70,770

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所窓口案内業務従事者派遣業務の支出（７月分）について
201,250

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具借入業務にかかる支出（７月分）について
9,240

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域ふれあい人権学習会にかかる映像素材賃借料の支出について（加賀屋地区）
31,500

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区長応接室設置用ケーブルテレビ使用料（７月分）の支出について
3,255

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃貸借料の支出（７月分）について
4,935

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出について（７月分）
183,121

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 参議院選挙・選挙啓発事務・選挙人名簿調製事務にかかる後納郵便料金（７月分）の支出について
3,300

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 参議院選挙・選挙啓発事務・選挙人名簿調製事務にかかる後納郵便料金（７月分）の支出について
6,800

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 参議院選挙・選挙啓発事務・選挙人名簿調製事務にかかる後納郵便料金（７月分）の支出について
3,226,090

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 第２３回参議院議員通常選挙にかかる公営施設使用の個人演説会会場使用料の支出について（平成２５年７月１７日　アスール幼稚園開催分）
27,004

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市住之江区地域活動協議会補助金の支出について（さざんか新北島協議会）
3,465,000

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市住之江区地域活動協議会補助金の支出について（さざんか加賀屋協議会）
485,000

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市住之江区地域活動協議会補助金の支出について（さざんか加賀屋協議会）
3,236,000

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市住之江区地域活動協議会補助金の支出について（さざんか新北島協議会）
519,000

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市住之江区地域活動協議会補助金の支出について（さざんか花の町協議会）
2,907,000

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市住之江区地域活動協議会補助金の支出について（さざんか花の町協議会）
435,000

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住之江区広報紙「さざんか」（平成２５年８月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
228,900
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住之江区役所 政策推進室 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への住之江区広報紙「さざんか」（平成２５年８月号）の配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について
76,507

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」（平成２５年８月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
115,500

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 市民協働型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」（啓発指導員配置及び協議会運営業務）にかかる経費の支出について（平成25年7月分）
1,140,025

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月29日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 福祉車両運行業務にかかる経費の支出について（平成25年6月・7月分）
759,000

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成25年7月21日執行　参議院議員通常選挙における期日前投票所投票立会人報酬の支出について
18,980

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 平成25年7月21日執行　参議院議員通常選挙における当日投票所民間従事者報償金の支出について
5,900

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生涯学習ルーム事業７月実施分講師謝礼金の支出について
35,000

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成25年4～7月分連絡調整・研修等市内出張交通費の支出について
57,930

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車両（三菱電気自動車ｉ－ＭｉＥＶ）の法定点検の支払について
8,400

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＫＤＤＩ）の支払いについて（７月分）
12,977

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用　携帯電話代の支払いについて（７月分）
12,026

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＳｏｆｔＢａｎｋ）の支払いについて（７月分）
7,766

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市住之江区地域活動協議会補助金の支出について（さざんか海の町協議会）
322,000

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市住之江区地域活動協議会補助金の支出について（敷津浦地域活動協議会）
3,797,000

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市住之江区地域活動協議会補助金の支出について（さざんか太陽の町協議会）
2,257,000

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市住之江区地域活動協議会補助金の支出について（さざんか粉浜活動協議会）
4,636,000

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市住之江区地域活動協議会補助金の支出について（さざんか粉浜活動協議会）
695,000

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市住之江区地域活動協議会補助金の支出について（さざんか海の町協議会）
2,150,000

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市住之江区地域活動協議会補助金の支出について（さざんか太陽の町協議会）
338,000

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市住之江区地域活動協議会補助金の支出について（敷津浦地域活動協議会）
569,000

住之江区役所 政策推進室 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 旅費　普通旅費 第２３回参議院議員選挙にかかる市内出張交通費の支出について
75,460

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
101,007

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬の支出について
25,200

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
30,797

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費(医療）の支出について
21,060

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
103,000

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分費の支出について
80,430

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具費の支出について
27,978

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
20,740

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
1,500

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
2,700

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,092,275

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　特別旅費 平成２５年度生活保護担当ケースワーカー全国研修会にかかる管外出張旅費の支出について
45,820

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
403,447

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
42,350

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
29,500

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
4,160

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用品（生活保護システム用トナー）の購入経費の支出について
68,565

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
626,021

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
68,250

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
7,020

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具費の支出について
7,997

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
3,000

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
997,573

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬の支出について
31,040

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費(医療）の支出について
7,190

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
436,205

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
1,500
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住之江区役所 生活支援課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
731,581

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬の支出について
13,370

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
375,312

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
117,050

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費(医療）の支出について
5,000

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（７月分）
225,365

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（７月分）
367,672

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（９月払い分）
26,737,427

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
455,280

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（９月払い分）
16,724,294

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
1,052,858

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（９月払い分）
604,680

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
5,600

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具費の支出について
10,777

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（９月払い分）
650,000

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（９月払い分）
404,840

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
383,692

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
93,000

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
421,552

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,063,845

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における妊婦検診料の支出について
2,700

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
3,000

住之江区役所 生活支援課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成２５年１月２３日発見の行旅死亡人葬祭費の支出について
142,958

住吉区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 第２３回参議院議員通常選挙における各投票所の養生材の購入の実施及び同経費の支出について
338,100

住吉区役所 総務課 平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（１階）事務用コピー代金の支出について（６月分）
90

住吉区役所 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度大阪市立住吉区民センター施設管理業務にかかる経費の支出について（第１四半期分）
12,743,607

住吉区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理等事務用小口支払基金の繰入について（７月分）
500

住吉区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 一般管理等事務用小口支払基金の繰入について（７月分）
8,000

住吉区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 一般管理等事務用小口支払基金の繰入について（７月分）
2,288

住吉区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理等事務用小口支払基金の繰入について（７月分）
10,570

住吉区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 第２３回参議院議員通常選挙における鉛筆削り外２点の買入の実施及び同経費の支出について
14,498

住吉区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員選挙事務用小口支払基金の繰入について（７月分）
18,375

住吉区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員選挙事務用小口支払基金の繰入について（７月分）
336

住吉区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 参議院議員選挙事務用小口支払基金の繰入について（７月分）
1,400

住吉区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員選挙事務用小口支払基金の繰入について（７月分）
16,590

住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 研修用「聞く力をつける研修（課長級・課長代理級研修）」の実施及び同経費の支出について
43,450

住吉区役所 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿日直寝具借入（長期継続）にかかる経費の支出について
8,820

住吉区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市住吉区役所一般廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について(7月分)
21,189

住吉区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬及び処分業務の実施について(7月分)
25,777

住吉区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 窓口案内員派遣業務にかかる経費の支出について（７月分）
225,451

住吉区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 第２３回参議院議員通常選挙用開票立会人報酬の支出について
123,200

住吉区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 第２３回参議院議員通常選挙用点字解読者報償金の支出について
8,800

住吉区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 第２３回参議院議員通常選挙における選挙事務従事者用投・開票所用品借入の実施及び同経費の支出について
157,437

住吉区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 第２３回参議院議員通常選挙における選挙事務従事者用寝具借入の実施及び同経費の支出について
26,250

住吉区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 第２３回参議院議員通常選挙における従事職員用宿泊施設の借入及び同経費の支出について
21,000

住吉区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 区長災害用住宅にかかる賃借料（９月分）の支出について
58,000

住吉区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課等事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
25,820

住吉区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法律相談等業務にかかる報償金の支出について（７月分）
10,500
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住吉区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（７月分）
49,815

住吉区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用消耗品（ホワイトボード）の買入及び同経費の支出について
21,630

住吉区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 委託料　委託料 第２３回参議院議員通常選挙用投票所清掃業務の実施及び同経費の支出について（住吉小学校）
126,000

住吉区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 委託料　委託料 第２３回参議院議員通常選挙用投票所清掃業務の実施及び同経費の支出について（依羅小学校）
147,000

住吉区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成25年参議院議員通常選挙における投票所から開票所までの職員移送用タクシーの借り上げ契約及び同経費の支出について
73,500

住吉区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（７月分）
111,005

住吉区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（７月分）
218,118

住吉区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 第２３回参議院議員通常選挙用手話通訳者謝礼金の支出について
25,544

住吉区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（１階）事務用コピー代金の支出について（７月分）
7,154

住吉区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区民センター自動扉開閉装置保守点検業務委託料の支出について（4月～6月分）
70,875

住吉区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
1,280

住吉区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
7,998

住吉区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（７月分）の支出について
4,020,650

住吉区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 第２３回参議院議員通常選挙用投票所施設使用料の支出について
16,590

住吉区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用トナーカートリッジ（純正）外2点の買入経費の支出について
83,790

住吉区役所 総務課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課業務用出張交通費の支出について（７月分）
31,788

住吉区役所 総務課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務委託料の支出について(７月分)
572,237

住吉区役所 総務課 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務委託料の支出について(７月分)
5,263

住吉区役所 総務課 平成25年08月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 旅費　普通旅費 総務課業務用出張交通費の支出について（７月分）
1,400

住吉区役所 総務課 平成25年08月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成25年度参議院議員通常選挙にかかる①投票所の視察・巡視並びに②投票所・開票所間の職員移送用タクシー借り上げ契約及び同経費の支出について
245,000

住吉区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用庁内情報利用端末機器賃貸借業務経費の支出について(7月支払い分)
3,727

住吉区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（住吉区）一式　長期借入経費の支出について（7月分）
5,812

住吉区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区）一式長期借入経費(7月分)
12,768

住吉区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 第23回参議院議員通常選挙にかかる投票立会人報酬、投票管理者報酬、民間事務従事者報償金の支出について
1,095,400

住吉区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 第23回参議院議員通常選挙にかかる投票立会人報酬、投票管理者報酬、民間事務従事者報償金の支出について
640,612

住吉区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 第２３回参議院議員通常選挙にかかる投票管理者及び投票立会人、民間従事者用弁当の購入について（本部及び南エリア８投票所）
92,400

住吉区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 第２３回参議院議員通常選挙にかかる投票管理者及び投票立会人、民間従事者用弁当の購入について（期日前投票所及び北エリア９投票所）
168,300

住吉区役所 地域課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策にかかる巡回用自転車の購入について
65,100

住吉区役所 地域課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 地域安全防犯対策にかかる巡回用自転車の購入について
2,000

住吉区役所 地域課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 地域安全防犯対策用　小口支払い基金の繰入について（７月分）
1,753

住吉区役所 地域課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 すみよし環境区民会議用小口支払基金の繰入について（７月分）
950

住吉区役所 地域課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 市民協働型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」啓発指導員による放置自転車対策等業務の経費支出について（第3回中間金）
903,462

住吉区役所 地域課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策　「５つの約束」シール外２点の購入について
159,600

住吉区役所 地域課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住吉区災害時協力事業所の登録ステッカーの買入及び同経費の支出について
199,500

住吉区役所 地域課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住吉区花づくり広場　水道料金の支出について（７月分）
1,479

住吉区役所 地域課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住吉区花づくり広場　水道料金の支出について（７月分）
2,406

住吉区役所 地域課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策にかかる通信費支出について（７月分）
6,245

住吉区役所 地域課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域課・文化課市内出張交通費の支出について（７月分）
14,300

住吉区役所 地域課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課・文化課事務用コピー代金の支出について（７月分）
26,219

住吉区役所 地域課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 地域安全防犯対策　青色防犯パトロール車両（電気自動車）の法定点検について
8,400

住吉区役所 地域課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課・文化課郵送代の支出について（７月分）
35,860

住吉区役所 住民情報課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報課（住民登録・戸籍）事務用後納郵便料金（７月分）
132,620

住吉区役所 住民情報課 平成25年08月29日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 役務費　通信運搬費 住民情報課（住民登録・戸籍）事務用後納郵便料金（７月分）
668,190

住吉区役所 住民情報課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課（住民登録・戸籍）事務用コピー代金の支出について（７月分）
6,296

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(７月分－１)
5,620

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について(７月分－１)
13,889

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について(７月分－１)
1,100

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(７月分－１)
2,100



平成25年度（平成25年08月）　公金支出情報

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

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
67,591

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
165,805

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
54,487

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(７月分－１)
1,600

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(７月分－１)
800

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(７月分－１)
525

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(７月分－１)
315

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（特別保育用）の支出について（８月分）
30,000

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（通常保育用）の支出について（８月分）
150,000

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
5,040

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
3,990

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
10,080

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,448

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成25年8月支給決定分）
319,353

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 高齢者虐待対応にかかる移送用交通費の支払いについて
7,000

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
216,000

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,760

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
48,000

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
22,880

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
117,010

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
109,663

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
53,516

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
73,840

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険事務用市内出張交通費の支払いについて（平成２５年４月・５月分）
2,840

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険事務用市内出張交通費の支払いについて（平成２５年４月・５月分）
800

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険事務用市内出張交通費の支払いについて（平成２５年４月・５月分）
2,510

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険事務用市内出張交通費の支払いについて（平成２５年４月・５月分）
1,020

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
61,800

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
1,482,273

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
70,040

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
3,090

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援事業費（住宅改修理由書作成費　７月請求分－２）の支出について
6,000

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「ロコモティブシンドローム」講演会周知用ポスター・チラシの印刷について
39,375

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
80,950

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
69,710

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
58,800

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
30,950

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費助成事業の支出について
270,000

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
390,600

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
16,000

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
226,110

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 アンチエイジング応援作戦　脳活性化セミナーにかかる報償金の支出について（７月分）
14,440

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 にこにこウォーキング講座報償金の支出について
14,280

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(６月分)
6,140

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費用医療助成費の支出について（平成２５年８月支給決定分）
1,365,649

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
31,888

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
298,533
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住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療一部負担金相当額等一部助成事業用医療費の支出について（平成25年8月支給決定分）
167,332

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種事業報償金の支出について（平成２５年７月分）
72,810

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成25年7月分歯科健康相談事業用報償金の支出について
61,140

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(６月分)
680

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等報償金の支出について（平成２５年７月分）
652,280

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援事業費（住宅改修理由書作成費　７月請求分－３）の支出について
2,000

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉事業にかかる講師報償金の支出について（平成２５年７月分）
40,160

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成25年8月支給決定分）
127,196

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親医療助成費用医療助成費の支出について（平成25年8月支給決定分）
22,476

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉担当業務（７月分）小口支払基金の繰入について
552

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(７月分－２)
3,726

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健福祉担当業務（７月分）小口支払基金の繰入について
600

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（７月分）小口支払基金の繰入について
420

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(７月分－２)
4,928

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(７月分－２)
1,569

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　消耗品費 平成２５年度特定健康診査の広報にかかる所要経費の支出について
6,804

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（７月分）小口支払基金の繰入について
7,584

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
777,464

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
265,122

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
187,563

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
124,335

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
88,146

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
13,400

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
97,680

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金の支払いについて(７月分)
6,732

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険用後納郵便料金の支出について（７月分）
68,275

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険用後納郵便料金の支出について（７月分）
168,755

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
531,819

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て情報提供事業（子育て講演会）における講師への報償金の支出について
19,600

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポーター派遣事業にかかる報償金の支出ついて（平成２５年７月分）
106,500

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て情報提供事業（すみちゃん子育てわくわくフェスタ）にかかる消耗品費の支出について
28,896

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用コピー代金の支出について（７月分）
17,721

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（７月分）
560

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市住吉区地域ふれあい活動支援事業補助金の支出について（第1回中間金）
132,000

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
7,640

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
23,188

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
23,910

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
600

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
5,570

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
2,720

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
54,353

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
3,161,930

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
85,200

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
46,530

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
116,030

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（７月分）
4,320

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（７月分）
650

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（７月分）
7,990
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住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（７月分）
16,100

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
8,500

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（７月分）
5,945

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
2,990

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
79,283

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
7,850

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
26,120

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
190,844

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（７月分）
22,565

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
5,060

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用料金後納郵便料の支出について（７月分）
90

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援事業費（住宅改修理由書作成費　８月請求分）の支出について
6,000

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所用賄材料費の支出について（８月分）
3,681,913

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
140,344

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
63,380

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
47,300

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
25,200

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障害者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
16,680

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）業務委託料の支出について（７月分）
1,062,800

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域ふれあい活動支援事業にかかる選定委員の報償金の支出について
39,285

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２５年度住吉区健康まつりチラシ印刷の実施及び同経費の支出について
29,190

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費用医療助成費の支出について（平成２５年８月支給決定分）
1,080,695

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
354,217

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
9,000

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について
13,843

住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ事業（個人実施型）業務委託料の支出について（７月分）
693,120

住吉区役所 企画課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所広報紙「広報すみよし」企画・編集業務経費の支出について（７月分）
131,250

住吉区役所 企画課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度点字版「広報すみよし（区政情報）」の製作業務経費の支出について（８月）
134,615

住吉区役所 企画課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民意識調査にかかる企画及び分析報告書作成業務委託事業者選定委員会にかかる報償金の支出について
39,285

住吉区役所 企画課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度住吉区役所広報紙「広報すみよし」配布業務経費の支出について（７月号）
1,037,575

住吉区役所 企画課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成25年度住吉区役所広報紙「広報すみよし」印刷業務委託経費の支出について（８月号）
595,980

住吉区役所 企画課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所広報紙「広報すみよし」企画・編集業務経費の支出について（８月号）
236,250

住吉区役所 企画課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 企画課分出張交通費の支出について（7月）
6,890

住吉区役所 教育課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 教育課　市内出張交通費（６月分）の支出について
1,810

住吉区役所 教育課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成25年度幼稚園関係者協議会（第２回)にかかる会議録作成業務の実施及び同経費の支出について
69,300

住吉区役所 教育課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成25年度幼稚園関係者協議会（第3回）にかかる会議録作成業務の実施及び同経費の支出について
69,300

住吉区役所 教育課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 教育課　市内出張交通費（７月分）の支出について
7,460

住吉区役所 文化課 平成25年08月15日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 住吉区観光産業振興調査事業委託事業者選定委員に対する報償金の支出について
13,095

住吉区役所 文化課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 すみよし環境区民会議事業用油性マーカーペン購入経費の支出について
14,595

住吉区役所 保険年金課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の資金前渡について（８月分）
100,000

住吉区役所 保険年金課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の資金前渡について（８月分）
2,100,000

住吉区役所 保険年金課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用歳出還付金支払資金の支出について（８月分）
100,000

住吉区役所 保険年金課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用歳出還付金支払資金の支出について（８月分）
10,000

住吉区役所 保険年金課 平成25年08月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業一般事務用朱肉外３６点買入の実施及び同経費の支出について
123,356

住吉区役所 保険年金課 平成25年08月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業一般事務用朱肉外３６点買入の実施及び同経費の支出について
12,934

住吉区役所 保険年金課 平成25年08月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出一般）
704,765

住吉区役所 保険年金課 平成25年08月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出マル退）
1,639

住吉区役所 保険年金課 平成25年08月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（７月分）
98,471
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住吉区役所 保険年金課 平成25年08月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（７月分）
65,805

住吉区役所 保険年金課 平成25年08月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用退職者医療分療養費の支出について（７月分）
2,700

住吉区役所 保険年金課 平成25年08月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（７月分）
400,000

住吉区役所 保険年金課 平成25年08月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険用出産育児一時金の支出について(７月分)
980,000

住吉区役所 保険年金課 平成25年08月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出一般）
571,863

住吉区役所 保険年金課 平成25年08月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出マル退）
15,242

住吉区役所 保険年金課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業一般事務用コピー代金の支出について（７月分）
9,764

住吉区役所 保険年金課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業収納事務用後納郵便料金の支出について（７月分・後納）
9,160

住吉区役所 保険年金課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業収納事務用後納郵便料金の支出について（７月分・後納）
909,735

住吉区役所 保険年金課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業収納事務用後納郵便料金の支出について（７月分・受払）
94,380

住吉区役所 保険年金課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（８月分）
695,863

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護事業用住宅扶助費の支出について
118,000

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
131,330

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
30,740

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
955,865

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
259,583

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
795,301

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
3,000

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
990,889

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
81,800

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（７月分）
15,500

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用非指定医療機関受診による診療報酬の支出について
35,780

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
49,868

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課用消耗品（つづりひも他17点）の購入及び同所要経費の支出について
30,177

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
1,500

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（７月分）
7,260

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
1,165,327

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護事業用住宅扶助費の支出について
22,680

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護事業用出産扶助費の支出について
2,100

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
1,530,170

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
132,650

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事業用コピー代金の支出について（７月分）
45,403

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
341,049

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
118,225

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
19,340

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
935,193

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２５年９月分生活保護費の支出について（１回目）
100,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２５年９月分生活保護費の支出について（１回目）
51,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２５年９月分生活保護費の支出について（１回目）
1,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 平成２５年９月分生活保護費の支出について（１回目）
100,000

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２５年９月分生活保護費の支出について（１回目）
800,000

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 平成２５年９月分生活保護費の支出について（１回目）
300,000

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２５年９月分生活保護費の支出について（１回目）
1,700,000

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 平成２５年９月分生活保護費の支出について（１回目）
300,000

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料の支出について
1,500

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（７月分）
1,180

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
67,836

住吉区役所 生活支援課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２５年７月分)
2,354,504
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東住吉区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙における事務用品等の買入にかかる経費の支出について
108,375

東住吉区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙におけるビニールシート買入経費の支出について
502,950

東住吉区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年７月２１日執行予定参議院議員通常選挙における選挙事務従事者用宿泊施設借上業務に係る経費の支出について
88,400

東住吉区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 早川福祉会館駐車場内における区所有電気自動車の電気使用料金の支払いについて（６月分）
4,004

東住吉区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（7月17日～31日分）
21,120

東住吉区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 役務費　通信運搬費 東住吉区役所庁舎内移転業務（その２）にかかる経費の支出について
425,250

東住吉区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 平成25年7月21日実施の参議院議員通常選挙における民間事務従事者謝礼の支出について
643,020

東住吉区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（7月17日～31日分）
11,400

東住吉区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（7月17日～31日分）
2,988

東住吉区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成２５年７月２１日執行予定参議院議員通常選挙における投票所資材の搬入及び搬出に伴う船車賃借業務に係る経費の支出について
536,550

東住吉区役所 総務課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用　ゼムクリップ他１点の購入経費の支出について
1,680

東住吉区役所 総務課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用地方自治関係実例判例集追録購入に係る経費の支出について
23,100

東住吉区役所 総務課 平成25年08月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 平成25年度6月分　後納郵便料の支出について（選挙管理委員会）
3,220

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
226,203

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
197,243

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（7月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（7月分）
4,468

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（7月分）
2,478

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（7月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（7月分）
6,326

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（7月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（7月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
176,073

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（7月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（7月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
167,565

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（7月分）
4,337

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（7月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
291,262

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（7月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（7月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（7月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（7月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（7月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（7月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（7月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
114,519

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
232,825

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（7月分）
3,717

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（7月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（7月分）
4,468

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
165,368

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
160,895

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
161,133

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
118,274

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
128,060

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
144,277

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
163,572
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東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
167,285

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
155,742

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
221,609

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
122,308

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（7月分）
8,184

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（7月分）
6,946

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
156,581

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
205,503

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
214,100

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（7月分）
3,848

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
391,051

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
198,521

東住吉区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
322,601

東住吉区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　障害者用庁内情報端末等借入に係る経費の支出について（7月分）
14,490

東住吉区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 平成25年７月21日執行予定参議院議員通常選挙における選挙事務従事者用寝具等借入業務に係る経費の支出について
12,600

東住吉区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 平成25年７月21日執行参議院議員通常選挙にかかる施設使用料の支出について
74,885

東住吉区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙における投開票所不足物品賃貸借業務に係る経費の支出について
336,000

東住吉区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
83,280

東住吉区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課一般管理用　パネルの購入経費の支出について
4,147

東住吉区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課一般管理用　国旗の購入経費の支出について
3,423

東住吉区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
81,242

東住吉区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
72,869

東住吉区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
93,386

東住吉区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
57,359

東住吉区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
57,254

東住吉区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
69,801

東住吉区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
90,218

東住吉区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
67,664

東住吉区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
76,339

東住吉区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
65,929

東住吉区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
86,748

東住吉区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
74,604

東住吉区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
83,743

東住吉区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
97,560

東住吉区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
107,970

東住吉区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
121,598

東住吉区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
103,884

東住吉区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
71,134

東住吉区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
90,218

東住吉区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
88,483

東住吉区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
102,363

東住吉区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
104,098

東住吉区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
149,973

東住吉区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
76,741

東住吉区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成22年4月借入開始分）借入に係る経費の支出について（7月分）
41,640

東住吉区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成25年7月21日実施の参議院議員選挙における投票管理者等報酬（当日）について（口座不能分）
5,500

東住吉区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成25年7月分電話料金の支出について（矢田出張所）
6,804

東住吉区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　東住吉区役所矢田出張所等機械警備業務委託　長期継続に係る経費の支出について（７月分）
18,900
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東住吉区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用　大阪市東住吉区役所における窓口案内員業務従事者派遣業務 長期継続に係る経費の支出について（７月分）
166,383

東住吉区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区役所外２箇所庁舎清掃業務委託　長期継続（その２）にかかる経費の支出について（７月分）
331,170

東住吉区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　東住吉区役所ＡＥＤ（自動体外式除細動器）セット一式長期借入に係る経費の支出について（7月分）
4,620

東住吉区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東住吉区役所外１箇所　自動体外式除細動機（ＡＥＤ）長期借入に係る経費の支出について（７月分）
6,195

東住吉区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 平成25年７月21日執行　参議院通常選挙における投票所事務従事者（区職員を除く）及び選挙管理委員等の昼食・夕食買入にかかる経費の支出について
339,900

東住吉区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年度7月分　後納郵便料の支出について（総務課）
510

東住吉区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成25年7月分電話料金の支出について（携帯電話）
1,767

東住吉区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成25年度7月分　後納郵便料の支出について（総務課）
1,220

東住吉区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 平成25年度7月分　後納郵便料の支出について（総務課）
21,670

東住吉区役所 総務課 平成25年08月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 平成25年度7月分　後納郵便料の支出について（選挙管理委員会）
3,377,130

東住吉区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　コピー料金の支出について（7月分）
33,440

東住吉区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成25年7月分電話料金の支出について（光回線）
313,366

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２５年８月分国民健康保険葬祭費及び出産育児一時金の支出について
100,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２５年８月分国民健康保険葬祭費及び出産育児一時金の支出について
900,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　８月分支払資金（歳出一般）
100,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　８月分支払資金（歳出マル退）
20,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
300,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
589,190

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について
605,726

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
400,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 平成25年6月分　窓口サービス課（保険年金：保険）旅費の支給について
1,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 平成25年度6月分　窓口サービス課（保険年金：管理）旅費の支給について
2,796

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 平成25年6月分　窓口サービス課（保険年金：保険）旅費の支給について
1,230

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 平成25年度　窓口サービス課（保険年金）にかかる物品の購入及び同経費の支出について
4,144

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成25年度　窓口サービス課（保険年金）にかかる物品の購入及び同経費の支出について
11,604

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成25年度　窓口サービス課（保険年金）にかかる物品の購入及び同経費の支出について
4,351

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 平成25年度　窓口サービス課（保険年金）にかかる物品の購入及び同経費の支出について
622

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費の支出について
677,830

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費（退職）の支出について
61,024

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費の支出について
527,312

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）市内出張交通費の支出について（６月分）（住民情報担当事務費）
2,340

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　後納郵便料（料金受取人払）（保険・管理）の支出について
10,574

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　後納郵便料（料金受取人払）（保険）の支出について
16,008

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　後納郵便料（料金受取人払）（保険・管理）の支出について
413,166

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　後納郵便料（料金受取人払）（管理）の支出について
38,885

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　後納郵便料（料金受取人払）（保険）の支出について
13,097

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　後納郵便料（料金受取人払）（保険・管理）の支出について
987,927

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
300,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
566,740

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　後納郵便料（料金受取人払）（保険・管理）の支出について
5,514,105

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　後納郵便料（料金受取人払）（保険）の支出について
15,590

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分　後納郵便料（料金受取人払）（保険・管理）の支出について
77,545

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費の支出について
240,805

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費（退職）の支出について
10,122

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について
425,615

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料の支出について（住民情報担当事務費および外登住民票コード通知票送付経費）
105,790

東住吉区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分後納郵便料の支出について（住民情報担当事務費および外登住民票コード通知票送付経費）
579,500

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度　東住吉区第1回区政会議及び部会にかかる委員の報償金の支出について
13,095
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東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災力向上支援事業にかかる工業扇の購入経費の支出について
197,347

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」企画編集等業務委託にかかる経費の支出について（8月号）
167,265

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業にかかる消耗品の購入経費の支出について
18,732

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業にかかる防災担当職員装備品の購入に係る経費の支出について
34,597

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業にかかる防災訓練用デジタルカメラ他１点の購入経費の支出について
26,838

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民講師講座「夏休み工作教室」にかかる講師謝礼の支出について（生涯学習推進事業）
5,000

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度青少年海外派遣事業にかかる事前研修講師の報償金の支出について
23,040

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「広報東住吉なでしこ（区政情報）」製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（8月号）
40,635

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉区コミュニティ育成事業事業者選定にかかる審査会議の報酬の支出について
34,490

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉区地域活動活性化促進事業事業者選定にかかる第2回審査会議の報酬の支出について
48,935

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム体験事業にかかる講師謝礼の支出について（今川小学校区）（生涯学習推進事業）
5,000

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム体験事業にかかる講師謝礼の支出について（矢田小学校）（生涯学習推進事業）
5,000

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 大学公開講座にかかる市民活動行事保険の加入について（生涯学習推進事業）
1,440

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立東住吉会館管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（東住吉会館管理運営）（第１四半期分）
4,964,195

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーにかかるボランティア保険料の支出について（地域防災活動支援事業）
4,200

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入経費の支出について
29,600

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 未来戦略課事務用　ゼムクリップ外１３点買入にかかる経費の支出について
19,236

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 クラインガルテン広場事業にかかる作業用エプロン購入経費の支出について
120,750

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」印刷業務にかかる経費の支出について（8月号）
449,090

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２５年度　東住吉区生涯学習推進事業にかかる発送物配達業務委託（概算契約）経費の支出について（生涯学習推進事業）（7月分）
1,782

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度大阪市東住吉区地域福祉コーディネーター事業補助金の支出について（コミュニティケア推進事業）
215,250

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分　地域安全対策用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（地域安全対策プロジェクト事業）
7,660

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成25年度　区政会議部会（第2回　区役所チェンジ部会）にかかる委員の報償金の支出について
13,095

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ｢こども１１０番の家｣プレートの作製にかかる経費の支出について（地域防犯活動支援事業）
91,875

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習事業にかかる講師謝礼の支出について（7月分）
60,800

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分後納郵便料の支出について（未来戦略課）
4,090

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分後納郵便料の支出について（未来戦略課）
4,840

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分後納郵便料の支出について（未来戦略課）
320

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分後納郵便料の支出について（未来戦略課）
1,280

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分後納郵便料の支出について（未来戦略課）
5,760

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分後納郵便料の支出について（未来戦略課）
1,860

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年7月分後納郵便料の支出について（未来戦略課）
9,380

東住吉区役所 未来戦略課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 東住吉区クラインガルテン広場「やさいづくり体験塾（秋冬コース）」行事保険料（８月・９月・10月分）の支出について（東住吉区クラインガルテン広場事業）
4,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
340,569

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
61,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
220,708

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（特別保育用）平成25年8月分の支出について
20,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育用）平成25年8月分の支出について
60,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
50,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
50,935

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
56,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
10,150

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
22,100

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における分娩介助料の支出について
30,310

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
209,151

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
8,034

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
45,217

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）プリンタトナーの購入について
38,850
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東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
231,461

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる経費の支出について
234,360

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
236,150

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
188,708

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
143,955

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２５年４・５・６・７月分）の支出について
1,046,662

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
326,308

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
11,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
20,806

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
3,749

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
57,474

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
56,491

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
11,783

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
16,521

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
165,025

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
23,628

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
35,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
172,404

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
151,626

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護福祉用具購入費の支出について
4,582

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護住宅改修費の支出について
29,282

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
81,110

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
18,900

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
10,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
29,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「大阪市東住吉区地域福祉計画策定事業」業務委託にかかる公募型プロポーザル実施に伴う審査委員への報償金の支出について
16,005

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
29,017

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
5,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
25,544

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
35,226

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
62,387

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
43,826

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
54,487

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
50,706

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
29,046

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
41,685

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
700

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
4,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
5,288

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
2,720

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 平成２５年７月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
2,080

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２５年７月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
4,240

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
900

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
359,543

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,638,830

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成２５年７月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
1,365

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 平成２５年７月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
3,780

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 平成２５年７月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
6,970
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東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 平成２５年７月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
16,640

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２５年７月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
1,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 平成２５年７月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
3,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
718,290

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
119,265

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２５年６・７月分）の支出について
253,064

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護福祉用具購入費の支出について
14,226

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 すこやか元気アップ事業にかかる講師謝礼の支出について（平成25年6月分）
42,860

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域親子サロンを利用した地域妊婦教室にかかる講師謝礼の支出について（平成25年6月分）
121,520

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域親子サロンを利用した養育者の健康診査にかかる講師謝礼の支出について（平成25年6月分）
34,720

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
27,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
76,545

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
12,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
32,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
45,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
4,260

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座にかかる講師謝礼の支出について（平成25年6月分）
5,100

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
78,589

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
17,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援）出張交通費（６月分）の支出について
7,814

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
255,150

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
140,530

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護住宅改修費の支出について
8,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護福祉用具購入費の支出について
13,040

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における長期入院患者にかかる診療報酬の支出について
49,700

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
581,060

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修）の支出について
4,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
14,832

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
61,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
59,678

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
78,589

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
18,725

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　特別旅費 生活保護担当ケースワーカー全国研修会参加にかかる出張命令について
45,820

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
233,410

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
27,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支出について（平成25年6月分）
5,733

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における生活移送費の支出について
1,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
162,601

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護福祉用具購入費の支出について
3,612

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
15,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
30,100

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
20,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支出について（平成25年6月分）
2,130

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支出について（平成25年6月分）
2,134

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
15,450

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
30,900

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
16,480

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
31,703
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東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
257,880

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
242,380

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
4,520

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
3,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
651,375

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費の支出について（平成25年8月分）
1,449,930

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
17,407

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
50,985

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
14,116

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
8,796

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
150,750

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
162,665

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
214,394

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
63,100

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
179,827

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２５年９月分　生活保護費（通常・新規・追給）
76,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２５年９月分　生活保護費（通常・新規・追給）
42,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２５年９月分　生活保護費（通常・新規・追給）
800,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 平成２５年９月分　生活保護費（通常・新規・追給）
50,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２５年９月分　生活保護費（通常・新規・追給）
1,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
468,621

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 平成２５年９月分　生活保護費（通常・新規・追給）
200,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２５年９月分　生活保護費（通常・新規・追給）
3,000,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 平成２５年９月分　生活保護費（通常・新規・追給）
250,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
40,685

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
45,217

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
45,217

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
75,911

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について
3,195

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
173,822

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障がい者住宅改修費経費の支出について
226,768

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
5,250

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
22,050

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２５年７月分ＢＣＧ予防接種事業にかかる報償金の支出について
97,080

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２５年７月分歯科相談にかかる報償金の支出について
61,140

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等にかかる報償金の支出について（平成25年7月分）
536,300

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２５年４～７月分）の支出について
545,647

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護福祉用具購入費の支出について
2,226

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
21,530

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
13,630

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
365,046

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,653,110

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について
2,504,494

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費に係る扶助費の支給決定及び同経費の支出について
11,918

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
463,809

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
671,148

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費に係る扶助費の支給決定及び同経費の支出について
11,542

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
60,000
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東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具経費の支出について
151,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療（一部負担金相当額等一部）助成費の支出について
256,426

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる経費の支出について
259,213

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）コピー料金の支出について（７月分）
34,196

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
565,304

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
60,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
4,520

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２５年７月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
27,245

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支出について
450,024

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について
37,106

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２５年７月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
1,625

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分保健担当後納郵便料の支出について
80

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分保健担当後納郵便料の支出について
980

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
29,481

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
30,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
110,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２５年７月分料金受取人払郵便料の支出について
100,100

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２５年７月後納郵便料の支出について
100,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）平成２５年７月後納郵便料の支出について
638,236

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
665,580

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
34,650

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
85,580

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
601,810

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会報償金の支出について（平成２５年６月１７日分）
11,360

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分保健担当後納郵便料の支出について
955

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分保健担当後納郵便料の支出について
1,390

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分保健担当後納郵便料の支出について
860

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分保健担当後納郵便料の支出について
580

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分保健担当後納郵便料の支出について
250

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分保健担当後納郵便料の支出について
19,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分保健担当後納郵便料の支出について
15,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
15,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分保健担当後納郵便料の支出について
6,220

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分保健担当後納郵便料の支出について
320

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
15,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
70,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
20,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
190,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分保健担当後納郵便料の支出について
18,915

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分保健福祉課（介護保険）後納郵便料の支出について
164,975

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月分保健福祉課（介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
30,125

東住吉区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成２５年７月の追加請求分保健福祉課（介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
950

平野区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平野区庁舎管理用防火管理講習受講にかかる経費の支出について
160

平野区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 平野区庁舎管理用防火管理講習受講にかかる経費の支出について
16,000

平野区役所 総務課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平野区役所災害対策用住宅にかかる電話回線使用料の支出について（7月分）
2,691

平野区役所 総務課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 加美出張所マルチエアコン修繕業務にかかる経費の支出について
194,250

平野区役所 総務課 平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用　オフィスチェアほか7点の購入にかかる経費の支出について
221,287

平野区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 瓜破出張所水銀灯修繕業務にかかる経費の支出について
18,900
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平野区役所 総務課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区役所3階電話増設業務にかかる経費の支出について
27,300

平野区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（7月分②）
7,282

平野区役所 総務課 平成25年08月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙におけるビニールシート購入にかかる所要経費の支出について
444,045

平野区役所 総務課 平成25年08月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙における従事者用寝具の賃借業務にかかる所要経費の支出について
10,500

平野区役所 総務課 平成25年08月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙における投票所用物品賃貸借業務にかかる所要経費の支出について
183,876

平野区役所 総務課 平成25年08月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 参議院議員通常選挙における投票所・開票所資材搬入・搬出に伴う車両賃借業務にかかる所要経費の支出について
451,500

平野区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙における従事者用宿泊施設の借り上げにかかる経費の支出について
88,400

平野区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 「第23回参議院議員通常選挙」にかかる選挙従事者報酬の支出について（8/16払）
2,245,500

平野区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 「第23回参議院議員通常選挙」にかかる民間事務従事者等報償金の支出について（8/16払）
787,246

平野区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口案内用ポロシャツ買入にかかる経費の支出について
27,720

平野区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙における開票所物品賃借業務にかかる所要経費の支出について
198,450

平野区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅にかかる賃料等の支出について（9月分）
123,000

平野区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用読売新聞の購入経費の支出について（7月分）
3,925

平野区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用産経新聞購入経費の支出について（7月分）
3,925

平野区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ３出張所インターネット使用にかかる経費の支出について（7月分）
20,412

平野区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 長吉・瓜破・加美出張所機械警備にかかる経費の支出について（7月分）
26,775

平野区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所庁舎（長吉・瓜破・加美出張所含む）清掃業務委託にかかる経費の支出について（7月分）
694,575

平野区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口案内員及び保健福祉課フロアマネージャー派遣業務委託にかかる経費の支出について（7月分）
627,900

平野区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平野区役所宿日直用寝具賃貸借業務にかかる経費の支出について（4～7月分）
36,960

平野区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用パソコン等賃貸借にかかる経費の支出について（7月分）
23,205

平野区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙 投開票事務用消耗品（布テープ外10点）の購入にかかる経費の支出について
66,438

平野区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所（区まちづくり推進費分）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（7月分）
88,526

平野区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用朝日新聞購入経費の支出について（7月分）
3,925

平野区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区役所産業廃棄物収集運搬・処理業務にかかる経費の支出について（7月分）
12,440

平野区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区役所外3箇所から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（7月分）
14,327

平野区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 平野区役所（参議院議員通常選挙事務用）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（7月分）
43,848

平野区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（７月分）
82,989

平野区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 「参議院議員通常選挙」事務用後納郵便にかかる経費の支出について（7月分）
4,804,635

平野区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用輪転機用インク購入にかかる経費の支出について
60,900

平野区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便にかかる経費の支出について（7月分）
3,140

平野区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 長吉出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（7月分）
8,630

平野区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 瓜破出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（7月分）
5,640

平野区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 加美出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（7月分）
10,980

平野区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙 投開票事務用物品（緑茶2リットル外9点）の購入にかかる経費の支出について
40,005

平野区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙 投開票事務用物品（緑茶2リットル外9点）の購入にかかる経費の支出について
37,747

平野区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険８月分保険給付費（出産・葬祭費）の支出について
100,000

平野区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険８月分保険給付費（出産・葬祭費）の支出について
5,850,000

平野区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金8月分支払資金（一般）の支出について
300,000

平野区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金8月分支払資金（退職）の支出について
10,000

平野区役所 窓口サービス課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用トナー・ドラムカートリッジの購入及び同所要経費の支出について
352,642

平野区役所 窓口サービス課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課送付事務用切手の購入にかかる経費の支出について
30,000

平野区役所 窓口サービス課 平成25年08月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（一般分）
1,921,814

平野区役所 窓口サービス課 平成25年08月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（退職分）
19,250

平野区役所 窓口サービス課 平成25年08月12日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金(一般)の支出について(8月12日支払分)
561,870

平野区役所 窓口サービス課 平成25年08月12日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金(一般)の支出について(8月12日支払分)
11,653

平野区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用ボイスコール用ロール紙・レジ用ロール紙の購入及び同所要経費の支出について
59,640

平野区役所 窓口サービス課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務用通信運搬費（料金受取人払後納）の支出について（７月分）
160,570

平野区役所 窓口サービス課 平成25年08月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（8月29日支払分）
299,722
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平野区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用２５年７月分後納郵便料の支出について
27,121

平野区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（７月分）
24,633

平野区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用２５年７月分後納郵便料の支出について
501,299

平野区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当２５年７月分市内出張交通費の支出について
860

平野区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用２５年７月分後納郵便料の支出について
3,302,375

平野区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（一般分）
94,905

平野区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について
1,300,000

平野区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について
51,700

平野区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（退職分）
149,191

平野区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用２５年７月分後納郵便料の支出について
5,755,731

平野区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当２５年７月分市内出張交通費の支出について
540

平野区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用２５年７月分後納郵便料の支出について
296,509

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用カバーフィルム外9点購入経費の支出について
136,416

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
8,137

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
15,968

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
780

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度コミュニティ育成事業業務委託の経費の支出（第一回目）について
7,794,659

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成25年度区役所附設会館管理運営業務の経費の支出（上半期分）について
43,375,454

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 子育て子育ち応援事業（７月２５日実施分）会場使用料の支出について
12,880

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用賞状用紙購入経費の支出について
2,205

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生涯学習ルーム事業主催事業講師謝礼の支出について（６月分）
2,694

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 子育て子育ち応援事業（８月１日実施分）会場使用料の支出について
6,080

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「種から育てる地域の花づくり」支援事業にかかる物品の購入について
32,130

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 安全マップ作成事業用長吉南小学校安全マップ作成業務にかかる経費の支出について
51,240

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度生涯学習推進委員会総会の手話通訳者派遣業務にかかる同所要経費の支出について
7,600

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（平成25年7月分）の支払について
2,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（平成25年7月分）の支払について
6,640

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（平成25年7月分）の支払について
90

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（平成25年7月分）の支払について
1,830

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（平成25年7月分）の支払について
7,600

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（平成25年7月分）の支払について
5,800

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（平成25年7月分）の支払について
6,560

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 青少年指導員活動の推進事業における市民活動行事保険加入経費の支出について
3,150

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
8,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
11,894

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
16,250

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
4,160

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
400

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度生涯学習ルーム事業主催事業講師謝礼の支出について（７月分）
75,665

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民協働企画講座講師謝礼の支出について
15,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成25年度平野区青少年育成推進会議総会の手話通訳者派遣業務にかかる同所要経費の支払について
7,600

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２５年度市民協働による「子育て子育ち応援事業」にかかる講師謝礼の支出について
5,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
8,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区広報紙「広報ひらの」生涯学習ルーム特集号企画編集業務における所要経費の支出について
71,400

平野区役所 まちづくり協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 青少年指導員活動の推進事業事業（９月１日実施分）施設使用料の支出について
7,750

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２５年８月分市立保育所消耗品費(特別保育分)の支出について
30,000

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２５年８月分市立保育所消耗品費の支出について
180,000

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について
5,250
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平野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品の購入にかかる所要経費の支出について
44,436

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法による高額障がい福祉サービス等給付費の支出について
84,271

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉法による高額障がい児通所給付費の支出について
77,596

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品の購入にかかる所要経費の支出について
5,607

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品の購入にかかる所要経費の支出について
4,169

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品の購入にかかる所要経費の支出について
1,480

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品の購入にかかる所要経費の支出について
4,074

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２５年７月分　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について
145,620

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
207,071

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について
3,850

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について
5,500

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診受診啓発用垂れ幕の購入にかかる所要経費の支出について
43,050

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（８月分）
1,294,546

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（８月分）
439,874

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（８月分）
357,232

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（８月分）
35,639

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 親子広場パート2にかかる講師謝礼金の支出について（７月分）
8,600

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉担当事務用事務用品の購入にかかる経費の支出について
22,596

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
3,300

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉担当事務庁内情報利用パソコン用プリンタートナーの購入にかかる経費の支出について
20,286

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
4,200

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
18,000

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
500

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用６月分後納郵便料の支出について
11,140

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
4,540

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,500

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 地域福祉担当事務用事務用品の購入にかかる経費の支出について
16,742

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用６月分後納郵便料の支出について
54,350

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用６月分後納郵便料の支出について
1,275

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用６月分後納郵便料の支出について
80,000

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用６月分後納郵便料の支出について
3,750

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用６月分後納郵便料の支出について
1,595

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
4,973

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
5,909

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
4,000

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
900

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用６月分後納郵便料の支出について
109,337

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用６月分後納郵便料の支出について
17,190

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用６月分後納郵便料の支出について
7,250

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 地域福祉担当事務用事務用品の購入にかかる経費の支出について
18,925

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用６月分後納郵便料の支出について
1,450

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用６月分後納郵便料の支出について
78,480

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用６月分後納郵便料の支出について
32,908

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用６月分後納郵便料の支出について
90,065

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
8,000

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用６月分後納郵便料の支出について
48,695

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２５年８月分市立保育所給食賄材料費の支出について
4,465,143

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
7,341,866
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平野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 自立支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
2,161,186

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 自立支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
493,107

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 自立支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
84,000

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 自立支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
2,885,421

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 自立支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
858,630

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２５年７月２５日実施分歯科健康相談事業医師報償金の支出について
30,570

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について
5,250

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動費（第1四半期分）の支出について
34,000

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内等出張交通費の支出について（７月分）
3,360

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内等出張交通費の支出について（７月分）
1,060

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内等出張交通費の支出について（７月分）
430

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成25年7月分　家族教室事業講師料の支出について
9,400

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成25年7月分　社会復帰相談指導事業講師料の支出について
27,400

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成25年7月分　生活技能訓練事業講師料の支出について
10,360

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる市内等出張交通費の支出について（７月分）
2,300

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 広報ひらの保健事業のご案内「保存版」の増刷にかかる所用経費について
81,900

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（８月分）
964,757

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（８月分）
89,269

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（８月分）
188,805

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（８月分）
62,438

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について（７月分）
303,300

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
84,340

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法による高額障がい福祉サービス等給付費の支出について
88,617

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉法による高額障がい児通所給付費の支出について
89,234

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいのある方の家族教室講師料の支出について（7月分）
10,360

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ひらのにんにゃか子育て事業用保育用品の購入について
47,554

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業にかかる白衣等洗濯経費の支出について（７月分）
9,426

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用７月分後納郵便料の支出について
57,050

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用７月分後納郵便料の支出について
38,212

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用７月分後納郵便料の支出について
34,820

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用７月分後納郵便料の支出について
143,990

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用７月分後納郵便料の支出について
18,000

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用７月分後納郵便料の支出について
35,560

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
240

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
310

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
500

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
1,000

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
160

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
1,280

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
560

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
16,640

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
80

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
9,880

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用７月分後納郵便料の支出について
19,840

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用７月分後納郵便料の支出について
21,260

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用７月分後納郵便料の支出について
127,627

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
160

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度児童手当給付費にかかる支出について
80,000
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平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用７月分後納郵便料の支出について
240,645

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成25年７月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
845,510

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（７月分）
34,220

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用７月分後納郵便料の支出について
21,620

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用７月分後納郵便料の支出について
7,164

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用７月分後納郵便料の支出について
174,624

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用７月分後納郵便料（料金受取人払い）の支出について
39,550

平野区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用７月分後納郵便料の支出について
35,308

平野区役所 政策推進課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所ＰＲコーナー用有孔ボードパネルの購入にかかる経費の支出について
216,405

平野区役所 政策推進課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平野区魅力発信事業に係る「まち歩き」のボランティア・市民活動行事保険加入経費の支出について
630

平野区役所 政策推進課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所ＰＲコーナー用有孔ボードパネルにかかるレイアウト変更用物品の購入にかかる経費の支出について
68,181

平野区役所 政策推進課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平野区魅力発信事業に係る「まち歩き」のボランティア・市民活動行事保険加入経費の支出について
720

平野区役所 政策推進課 平成25年08月23日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 平成25年度平野区福祉コミュニティ系車両運行業務にかかる委託料の支出について（７月分）
914,100

平野区役所 政策推進課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について（８月号）
305,025

平野区役所 政策推進課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平野区広報紙「広報ひらの」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（８月号）
452,135

平野区役所 政策推進課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について（８月号）
89,250

平野区役所 政策推進課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への平野区広報紙「広報ひらの」配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（６月号）
164,357

平野区役所 政策推進課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への平野区広報紙「広報ひらの」配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（７月号）
163,783

平野区役所 政策推進課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平野区学力サポート事業指導員報償金（平成25年7月分）の支出について
54,540

平野区役所 政策推進課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料及び受取人払い料の支出について（７月分）
8,100

平野区役所 政策推進課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料及び受取人払い料の支出について（７月分）
580

平野区役所 政策推進課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料及び受取人払い料の支出について（７月分）
67,875

平野区役所 政策推進課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料及び受取人払い料の支出について（７月分）
1,210

平野区役所 生活支援課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
139,450

平野区役所 生活支援課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
69,870

平野区役所 生活支援課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
50,000

平野区役所 生活支援課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム用プリンタトナーの購入の実施並びに同所要経費の支出について
162,855

平野区役所 生活支援課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用平成２５年８月分生活保護費追加分
6,500,000

平野区役所 生活支援課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務用平成２５年８月分生活保護費追加分
2,400,000

平野区役所 生活支援課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教材代及び校外活動費（７月分）の支払について
478,159

平野区役所 生活支援課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務用平成２５年８月分生活保護費追加分
400,000

平野区役所 生活支援課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教材代（４月分）及び校外活動費（６月分）の支払について
425,326

平野区役所 生活支援課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
72,900

平野区役所 生活支援課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（７月分）の支払について
334,664

平野区役所 生活支援課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（６月分）の支払について
191,400

平野区役所 生活支援課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（７月分）の支払について
187,448

平野区役所 生活支援課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかるゴム印の購入の実施並びに同所要経費の支出について
2,055

平野区役所 生活支援課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課乾式複写機使用にかかる経費の支出について（６月分）
56,985

平野区役所 生活支援課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（７月分）の支払について
398,660

平野区役所 生活支援課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　治療材料の支出について
302,966

平野区役所 生活支援課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（７月分）の支払について
59,075

平野区役所 生活支援課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２５年４月分）
940

平野区役所 生活支援課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２５年４月分）
5,320

平野区役所 生活支援課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（７月分）の支払について
92,989

平野区役所 生活支援課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（４～７月分）の支払について
18,760

平野区役所 生活支援課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
30,751

平野区役所 生活支援課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
26,420

平野区役所 生活支援課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
217,846
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平野区役所 生活支援課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる２９条照会返信用切手の購入経費の支出について
64,000

平野区役所 生活支援課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（７月分）の支払について
126,000

平野区役所 生活支援課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
6,310

平野区役所 生活支援課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
109,500

平野区役所 生活支援課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
349,834

平野区役所 生活支援課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用生活扶助金の支出について
84,621

平野区役所 生活支援課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払いについて
718,518

平野区役所 生活支援課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
529,060

平野区役所 生活支援課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
1,500

平野区役所 生活支援課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる管外出張交通費の支出について
15,600

平野区役所 生活支援課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる管外出張交通費の支出について
2,420

平野区役所 生活支援課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　特別旅費 平成２５年度生活保護担当ケースワーカー全国研修会への参加にかかる管外出張旅費の支出について
45,820

平野区役所 生活支援課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかる小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
198

平野区役所 生活支援課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 生活保護事務にかかる小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
5,853

平野区役所 生活支援課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払いについて
25,344

平野区役所 生活支援課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（７月分）及び教材代及び校外活動費の支払について
389,046

平野区役所 生活支援課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（７月分）の支払について
76,800

平野区役所 生活支援課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
62,290

平野区役所 生活支援課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費用の支払いについて
3,573,130

平野区役所 生活支援課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越費用の支払いについて
1,052,050

平野区役所 生活支援課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払いについて
333,261

平野区役所 生活支援課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（７月分）及び校外活動費の支払について
241,332

平野区役所 生活支援課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（７月分）の支払について
159,290

平野区役所 生活支援課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務における住宅維持費の支払いについて
12,800

平野区役所 生活支援課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び校外活動費（７月分）の支払について
299,832

平野区役所 生活支援課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
319,412

平野区役所 生活支援課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教材代及び校外活動費の支払について
332,799

平野区役所 生活支援課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代及び校外活動費（７月分）の支払について
553,914

平野区役所 生活支援課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる短期入所サービス費用の支出について
32,200

平野区役所 生活支援課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
100,794

平野区役所 生活支援課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
42,940

平野区役所 生活支援課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
1,500

平野区役所 生活支援課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
67,100

平野区役所 生活支援課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
2,772

平野区役所 生活支援課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
11,655

平野区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用平成２５年９月分生活保護費の支出について
64,000,000

平野区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務用平成２５年９月分生活保護費の支出について
25,000,000

平野区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務用平成２５年９月分生活保護費の支出について
950,000

平野区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用平成２５年９月分生活保護費の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用平成２５年９月分生活保護費の支出について
700,000

平野区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
101,550

平野区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護業務用平成２５年９月分生活保護費の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
150,000

平野区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護業務用平成２５年９月分生活保護費の支出について
2,000,000

平野区役所 生活支援課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務用平成２５年９月分生活保護費の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（７月分）の支払について
150,347

平野区役所 生活支援課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
343,769

平野区役所 生活支援課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
1,500
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平野区役所 生活支援課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越費用の支払いについて
133,150

平野区役所 生活支援課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
64,350

平野区役所 生活支援課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用生活扶助金の支出について
39,561

平野区役所 生活支援課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び校外活動費（７月分）の支払について
62,629

平野区役所 生活支援課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
527,800

平野区役所 生活支援課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人の葬儀の実施にかかる業務委託料の支出について
131,058

平野区役所 生活支援課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越費用の支払いについて
710,615

平野区役所 生活支援課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払いについて
6,258

平野区役所 生活支援課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払いについて
322,950

平野区役所 生活支援課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における校外活動費の支払について
189,891

平野区役所 生活支援課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における校外活動費の支払について
191,087

平野区役所 生活支援課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
451,442

平野区役所 生活支援課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
1,500

平野区役所 生活支援課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
432,279

平野区役所 生活支援課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費用の支払いについて
2,660,260

平野区役所 生活支援課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料の支出について（平成25年7月分）
1,041,984

平野区役所 生活支援課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払いについて
345,531

平野区役所 生活支援課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
1,000

西成区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙に係る開票立会人への報酬の支出について
96,800

西成区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙に係る期日前投票管理者及び立会人への報酬の支出について
482,500

西成区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 参議院議員通常選挙に係る投票管理者及び立会人への報酬の支出について
544,300

西成区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院議員通常選挙に係る手話通訳者及び点字解読者への報償金の支出について
32,400

西成区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院議員通常選挙に係る投票所民間従事者への報償金の支出について
585,378

西成区役所 総務課 平成25年08月02日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院議員通常選挙に係る萩之茶屋投票所配置弁護士への報償金の支出について
60,000

西成区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（７月分・２回目）
2,904

西成区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（７月分・２回目）
9,510

西成区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（７月分・２回目）
1,896

西成区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（７月分・２回目）
19,687

西成区役所 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 西成区役所参議院議員通常選挙にかかる投票所巡視・投票用紙送致等タクシー賃借業務経費の支出について
363,090

西成区役所 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用電話代（専用回線）の支出について（６月～１１月分）
123,000

西成区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 研修等用市内出張交通費の支出について(４月分)
29,920

西成区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区庁舎設備維持管理用殺虫剤の購入経費の支出について
4,914

西成区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課一般事務用　吊り下げ式名札外18点の購入経費の支出について
86,675

西成区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 委託料　委託料 参議院議員通常選挙における電気配線工事及び関連機器の設置・撤去業務経費の支出について
173,250

西成区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙に係る山王投票所施設借上業務経費の支出について
25,000

西成区役所 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 参議院議員通常選挙に係る投票用資材の搬入・搬出業務経費の支出について
350,700

西成区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　ガス代（空調系）の支出について（７月分）
740,150

西成区役所 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　ガス代（系統系）の支出について（7月分）
2,732

西成区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（７月～９月分）の支出について
440,000

西成区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（７月～９月分）の支出について
840,000

西成区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（７月～９月分）の支出について
12,000

西成区役所 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（７月～９月分）の支出について
8,000

西成区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙常時啓発事業用ウェットティッシュの作製経費の支出について
53,760

西成区役所 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙常時啓発事業用うちわの作製経費の支出について
43,890

西成区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所窓口案内従事者派遣業務（長期継続）経費の支出について（7月分）
314,061

西成区役所 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙人名簿調製用郵便切手購入経費の支出について
8,000

西成区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙用ドラムトナー外７点にかかる購入経費の支出について
65,071

西成区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙用冷却スプレー外１点にかかる購入経費の支出について
32,725
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西成区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 委託料　委託料 参議院議員通常選挙に係る投票所特別警備業務の実施及び同経費の支出について
535,500

西成区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙における公営施設使用の個人演説会会場使用料の支出について（平成25年7月6日夜間の部使用分）
18,470

西成区役所 総務課 平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙における公営施設使用の個人演説会会場使用料の支出について（平成25年7月15日夜間の部使用分）
28,523

西成区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅にかかる電話代の支出について（平成25年7月分）
2,953

西成区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用切手の購入経費の支出について
16,000

西成区役所 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 参議院議員通常選挙にかかる臨時電話設置経費の支出について
11,961

西成区役所 総務課 平成25年08月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 参議院議員通常選挙にかかる民間事務従事者用夕食用弁当の購入について
124,950

西成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策住宅用家賃等経費にかかる支出について（平成25年9月分）
88,000

西成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用及び参議院議員通常選挙用 乾式電子複写機賃借料の支出について（7月分）
26,910

西成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用男子小便器用尿石等防止薬剤購入経費の支出について(6・７月分）
19,845

西成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用電気代の支出について（７月分）
2,900,434

西成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業および区政会議運営事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
7,680

西成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業および区政会議運営事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
7,420

西成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　西成区合同庁舎機械警備業務経費の支出について（７月分）
32,004

西成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障害者の就業訓練を目的とした西成区役所清掃委託業務（日常清掃）経費の支出について（７月分）
456,890

西成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区合同庁舎防災センター監視業務委託経費の支出について(７月分）
132,980

西成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への西成区広報紙「にしなり我が町」配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（8月分）
72,106

西成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　西成区役所庁舎清掃業務委託（定期清掃）経費の支出について(７月分）
144,900

西成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　西成区合同庁舎機械警備設備保守点検業務経費の支出について（７月分）
27,048

西成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区広報紙「にしなり我が町」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について（8月分）
553,990

西成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について(７月分）
43,269

西成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 西成区役所　宿日直用寝具賃貸借経費の支出について(７月分）
12,600

西成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用庁内情報利用パソコン（西成区役所）一式長期借入経費の支出について(7月分）
58,695

西成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計調査事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
5,580

西成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 参議院議員通常選挙にかかる後納郵便料金の支出について(７月分）
5,490

西成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 旅費　普通旅費 参議院議員通常選挙事務用市内出張交通費の支出について
7,990

西成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 総務課事務用及び参議院議員通常選挙用 乾式電子複写機賃借料の支出について（7月分）
39,016

西成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 参議院議員通常選挙にかかる後納郵便料金の支出について(７月分）
3,554,000

西成区役所 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙事務用宿泊施設借上の実施及び同経費の支出について
121,500

西成区役所 市民協働課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度大阪市西成区「地域活動協議会」補助金の支出について（第１回目）
24,795,334

西成区役所 市民協働課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,992

西成区役所 市民協働課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発用うちわの作製経費の支出について
207,018

西成区役所 市民協働課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
3,800

西成区役所 市民協働課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
720

西成区役所 市民協働課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
850

西成区役所 市民協働課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,760

西成区役所 市民協働課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
560

西成区役所 市民協働課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,200

西成区役所 市民協働課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習事業用色上質紙の購入経費の支出について
104,328

西成区役所 市民協働課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策事業用大型プリンター用ロール紙の購入費の支出について
31,836

西成区役所 市民協働課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 自転車利用適正化事業啓発指導員による放置自転車対策業務委託にかかる委託料（７月分）の支出について
391,533

西成区役所 市民協働課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策パトロール用携帯電話使用料の支出について（７月分）
8,706

西成区役所 市民協働課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 社会教育関連学習会等助成事業「平和学習」講師謝礼金の支出について
14,200

西成区役所 市民協働課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（７月分）
28,920

西成区役所 市民協働課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災リーダー用防災装備品上着外８点にかかる購入経費の支出について
61,194

西成区役所 市民協働課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 地域安全対策事業用青色防犯パトロール車両（電気自動車）の法定点検費の支出について
8,400

西成区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 人権事業用　西成区人権を考える区民のつどい（映画会）周知用ちらし外２点の作製経費の支出について
86,625

西成区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区緊急時支援検討委員会・その他における後納郵便料金の支出について（７月分）
940
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西成区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区緊急時支援検討委員会・その他における後納郵便料金の支出について（７月分）
1,440

西成区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習事業用後納郵便料金の支出について（７月分）
9,600

西成区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 未来わがまち推進会議支援事業等用後納郵便料の支出について（７月分）
1,200

西成区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区緊急時支援検討委員会・その他における後納郵便料金の支出について（７月分）
1,280

西成区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 未来わがまち推進会議支援事業等用後納郵便料の支出について（７月分）
3,120

西成区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権事業用　後納郵便料金の支出について（７月分）
12,630

西成区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区緊急時支援検討委員会・その他における後納郵便料金の支出について（７月分）
90

西成区役所 市民協働課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区緊急時支援検討委員会・その他における後納郵便料金の支出について（７月分）
80

西成区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（６月分）
8,695

西成区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（６月分）
9,849

西成区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用葬祭費出産育児一時金の資金前渡支出について　平成２５年８月分
100,000

西成区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用葬祭費出産育児一時金の資金前渡支出について　平成２５年８月分
1,000,000

西成区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金２５年８月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
400,000

西成区役所 窓口サービス課 平成25年08月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金２５年８月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
30,000

西成区役所 窓口サービス課 平成25年08月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金システム用プリンタートナー他４点の購入経費の支出について
226,857

西成区役所 窓口サービス課 平成25年08月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金システム用プリンタートナー他４点の購入経費の支出について
21,105

西成区役所 窓口サービス課 平成25年08月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（平成２５年８月１４日支払予定分）
542,977

西成区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当用住基カードカラーリボン外１点の購入経費の支出について
53,046

西成区役所 窓口サービス課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住民情報担当手数料徴収事務用電子レジスター保守点検業務経費の支出について（４月分～７月分）
11,109

西成区役所 窓口サービス課 平成25年08月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養給付費（一般）の支出について（平成25年7月支給決定分）
15,428

西成区役所 窓口サービス課 平成25年08月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般及び退職　平成２５年度７月支給決定分の支出について
718,845

西成区役所 窓口サービス課 平成25年08月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用　出産育児一時金　平成２５年８月分の支出について
3,394,150

西成区役所 窓口サービス課 平成25年08月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般及び退職　平成２５年度７月支給決定分の支出について
12,761

西成区役所 窓口サービス課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般及び退職　平成２５年８月支給決定分の支出について
169,160

西成区役所 窓口サービス課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　平成２５年８月支給決定分の支出について
900,000

西成区役所 窓口サービス課 平成25年08月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般及び退職　平成２５年８月支給決定分の支出について
63,015

西成区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２５年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便料７月分の支出について
151,730

西成区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（７月分）
8,731

西成区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２５年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便料７月分の支出について
640

西成区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 役務費　通信運搬費 平成２５年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便料７月分の支出について
1,266,280

西成区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（７月分）
7,035

西成区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（７月分）
8,378

西成区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（７月分）
450,000

西成区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（管理）後納郵便料金の支出について（７月分）
1,038,224

西成区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（平成２５年８月３０日支払予定分）
476,855

西成区役所 窓口サービス課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（７月分）
4,200,000

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　７月分
9,282

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について　７月分
11,000

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について　７月分
1,000

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
163,100

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
320,374

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
59,502

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
181,534

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
155,319

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
110,068

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
103,294

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　移送費の支出について
24,470

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　７月分
4,550
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西成区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所８月分消耗品費（特別保育分）の支払について
20,000

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所８月分消耗品費（通常保育分）の支払について
240,000

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月01日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 福祉担当事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（６月分）
59,755

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
97,307

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について
126,068

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金の繰入金の支出について（６月分）
2,714

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代・移送費の支出について
154,226

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
92,613

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　治療材料費の支出について
373,955

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　治療材料費の支出について
601,575

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料・検査料・１８０日超入院診療費・食事療養費の支出について
258,130

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　移送費の支出について
53,640

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区あいりん地域内結核対策事業業務委託費の支出について　第１四半期分（４月～６月）
3,889,860

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
124,424

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
26,000

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,069

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
82,950

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
178,450

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
160,446

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 葬祭扶助費　葬祭費の支出について
221,160

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用・障害程度区分審査会用・ひとり親家庭自立支援調整委員会用お茶の購入について（４４４人分）
2,268

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
52,942

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
70,730

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
89,670

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
133,000

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
154,000

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
4,400

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代・妊婦検診料・移送費の支出について
574,864

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
266,950

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
19,892

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
179,286

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用・障害程度区分審査会用・ひとり親家庭自立支援調整委員会用お茶の購入について（４４４人分）
756

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月06日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出について
27,000

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用・障害程度区分審査会用・ひとり親家庭自立支援調整委員会用お茶の購入について（４４４人分）
19,353

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
38,075

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
233,377

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
40,638

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 住宅扶助費　住宅維持費の支出について
109,200

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費　給食費・校外活動費の支出について
374,344

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　移送費の支出について
160,110

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　移送費の支出について
27,740

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 葬祭扶助費　葬祭費の支出について
4,777,470

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月07日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付にかかる修学資金の支出について
242,400

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月07日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉貸付にかかる修学資金の支出について
99,900

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
48,720

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
4,400

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
5,040

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代・移送費の支出について
358,969
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西成区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
240,790

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費・住宅改修費・介護サービス費の支出について
220,155

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料・１８０日超入院診療費の支出について
229,250

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料の支出について
80,050

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　治療材料費の支出について
454,365

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料・１８０日超入院診療費の支出について
81,950

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 葬祭扶助費　葬祭費の支出について
1,457,955

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 青少年健全育成西成区民大会用手話通訳者派遣にかかる経費の支出について
11,000

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区児童虐待防止ボランティア支援事業業務委託費支出について（第2四半期分）
474,500

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 あいりん結核患者療養支援事業業務委託（概算契約）経費の支出について　第２四半期分（７月～９月）
3,419,500

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
66,744

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
534,244

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
296,144

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
193,330

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
238,078

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
120,524

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　移送費・おむつ代の支出について
207,089

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
156,835

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
208,471

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
85,084

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　移送費の支出について
17,990

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成２５年７月決定分）
139,245

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
29,300

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,773

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
262,531

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月12日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費　給食費・教材代・校外活動費の支出について
878,815

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
1,500

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成25年度保健福祉課（地域福祉）高齢者福祉月間訪問調査返信封筒用切手購入経費の支出について
8,000

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,500

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
187,916

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
170,814

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
50,060

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
70,087

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
98,856

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　移送費の支出について
6,160

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　治療材料費の支出について
699,253

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料・１８０日超入院診療費の支出について
262,160

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
35,600

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
75,553

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
72,300

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
56,400

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
13,676

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
142,800

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 葬祭扶助費　葬祭費の支出について
4,086,880



平成25年度（平成25年08月）　公金支出情報

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

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年健全育成西成区民大会啓発用タオルの購入にかかる経費の支出について
37,800

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
4,200

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（７月決定分）
173,898

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,343

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,016

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
163,203

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
76,673

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,550

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
39,800

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
18,746

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
18,354

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
78,589

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,893

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
12,000

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
11,850

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
419,415

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
8,340

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
15,402

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
391,660

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
106,540

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
266,212

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
246,006

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代・抵当権設定登記費の支出について
237,749

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
240,826

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
255,750

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
424,828

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
59,076

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
228,461

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
191,723

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
191,929

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　移送費の支出について
22,880

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる従事者報償金の支出について（７月）
30,570

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる医師等報償金の支払について（平成２５年７月分）
365,230

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 老人福祉事業用後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
10,000

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 あいりん地域を中心とした結核対策事業にかかる区実施健診のレントゲン読影等業務従事医師報償金の支出について（７月分）
121,350

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 あいりん地域を中心とした結核対策事業にかかる分館療養相談等業務従事医師報償金の支出について（７月分）
97,080

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
17,221

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害児施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,498

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　７月分（２）
1,196

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について　７月分（２）
4,000

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について　７月分（２）
1,350

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
21,444

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代・移送費・妊婦検診料の支出について
162,937

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
309,146

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料・検査料・１８０日超入院診療費の支出について
143,870
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西成区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 定期予防接種（BCG）医師報償金の支出について（平成２５年８月分）
48,540

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について　７月分（２）
1,150

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について　７月分（２）
4,300

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業（ＳＳＴ）講師報償金の支出について（７月分）
10,380

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業（ＧＷ）講師報償金の支出について（７月分）
19,200

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 社会復帰相談指導事業用キーボード外1点の購入経費の支出について
16,338

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員訪問事業にかかる活動費の支払いについて（４～６月分）
14,000

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員訪問事業にかかる活動費の支払いについて（４～６月分）
15,000

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　７月分（２）
4,031

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西成区基礎学力アップ事業用「ノートパソコン外３点」購入にかかる経費の支出について
225,120

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
175,182

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
47,110

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
89,250

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
13,500

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
15,540

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
70,026

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
108,084

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費の支出について
1,344

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者福祉及び障がい児福祉用高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について（平成２５年１・２・３・４・５月分）
11,500

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者福祉及び障がい児福祉用高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について（平成２５年１・２・３・４・５月分）
11,500

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業用「発達障がいサポーター」報償金の支出について（平成２５年７月分）
55,800

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（６月分）
568,168

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成２５年８月決定分）
711,660

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,217

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,487

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
415,165

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
36,503

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
78,589

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
51,500

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
48,800

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
9,600

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
53,380

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者（児）日常生活用具給付の支出について
42,000

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療一部負担助成制度にかかる扶助費の支出について（平成２５年８月決定分）
61,713

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
122,604

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく保護費の支払いについて（９月分）
185,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法に基づく保護費の支払いについて（９月分）
93,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費　給食費・教材代の支出について
312,673

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく保護費の支払いについて（９月分）
600,000

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく保護費の支払いについて（９月分）
500,000

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法に基づく保護費の支払いについて（９月分）
1,300,000

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 あいりん地域内結核健康診断業務用携帯電話使用料の支出について（7月分）
1,920

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭委託経費の支出について
175,158

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
154,938

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
169,117

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費　給食費・教材代・校外活動費の支出について
341,490

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　移送費の支出について
55,950

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育児童の育成にかかる市立保育所８月分賄材料費の支払について
4,876,490
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西成区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
29,800

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
24,000

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者（児）日常生活用具給付の支出について
93,760

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について
270,000

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
159,052

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
187,560

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代・移送費の支出について
163,433

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
156,800

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 葬祭扶助費　葬祭費の支出について
5,728,135

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
111,031

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 教育扶助費　給食費の支出について
143,185

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　住宅改修費・福祉用具購入費・介護サービス費の支出について
120,701

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　５・６月分
13,990

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　５・６月分
11,120

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
57,889

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーに関する購入経費の支出について
49,140

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーに関する購入経費の支出について
22,575

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
361,950

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
102,472

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
242,480

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
145,128

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
186,464

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　治療材料費の支出について
788,948

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　治療材料費の支出について
357,174

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　治療材料費の支出について
358,156

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　５・６月分
5,880

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　５・６月分
3,920

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　５・６月分
5,500

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　５・６月分
400

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 介護予防地域健康情報発信事業におけるチラシ作成経費の支出について
47,000

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（４月分）の支出について
6,000

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（４月分）の支出について
400

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施関連用乾式電子複写機賃借料の支出について（７月分）
16,687

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用乾式デジタル複写機賃借料の支出について（７月分）
5,783

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（７月分）
22,205

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（７月分）
280

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 エックス線デジタル画像診断装置（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（7月分）
102,060

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（４月分）の支出について
3,540

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（４月分）の支出について
460

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（７月分）
10,925

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（７月分）
1,165

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（７月分）
43,390

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
414,103

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
98,800

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
3,990

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい福祉事業推進重度障がい者日常生活用具給付の支出について
20,630
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西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（４月分）の支出について
4,020

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（７月分）
2,840

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（７月分）
6,830

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（７月分）
5,360

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（７月分）
71,520

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（７月分）
455

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行用市内出張交通費等の支出について（６月分）
20,430

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用複写機賃貸借料（その２）の支出について（７月分）
30,236

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用乾式電子複写機賃貸借料の支出について（７月分）
142,754

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（７月分）
2,880,345

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用後納郵便料金の支出について（７月分）
10,385

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（７月分）
400,590

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代・移送費・妊婦検診料の支出について
281,896

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　妊婦検診料の支出について
260

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活扶助費　おむつ代の支出について
196,810

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 介護扶助費　福祉用具購入費・住宅改修費の支出について
62,986

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料・検査料の支出について
92,770

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料の支出について
1,000

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料の支出について
2,310

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 医療扶助費　文書料の支出について
92,400

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（７月分）
4,270

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（７月分）
4,080

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（７月分）
1,120

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（７月分）
80

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（７月分）
160

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（７月分）
800

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（７月分）
80

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（７月分）
2,450

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（７月分）
9,090

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（７月分）
5,870

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（７月分）
960

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（４月分）の支出について
6,790

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（７月分）
7,330

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（７月分）
80

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（７月分）
98,810

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（７月分）
3,235

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 保育ママ事業業務委託費支出について（７月分）
543,850

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（７月分）
143,989

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（７月分）
800

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（７月分）
7,620

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（４月分）の支出について
460

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 寡婦福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（７月分）
305

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（平成２５年７月分）
237,817

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（７月分）
140

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用出張旅費（４月分）の支出について
760

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（７月分）
2,910

西成区役所 保健福祉課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当・子育て支援室事務用後納郵便料の支出について（７月分）
10,195

市会事務局 総務担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用プリンタ用感光体ユニット外４点の購入経費の支出について
95,613
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市会事務局 総務担当 平成25年08月05日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（７月支払分）の支出について
48,249

市会事務局 総務担当 平成25年08月08日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局事務用園遊会出席に係る自動車借上げ経費の支出について
26,250

市会事務局 総務担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用麦茶外２点の購入経費の支出について
49,644

市会事務局 総務担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　食糧費 市会事務局事務用麦茶外２点の購入経費の支出について
7,980

市会事務局 総務担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会事務局事務用市会展示コーナーサイン用ポスターの作成経費の支出について
2,625

市会事務局 総務担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（７月支払分）の支出について
44,844

市会事務局 総務担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 報償費　報償金 政務活動費専門委員にかかる報償金（平成２５年７月分）の支出について
200,000

市会事務局 総務担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　燃料費 正副議長車用　ガソリンカード年会費及び給油費（平成２５年６月分）の支出について
31,302

市会事務局 総務担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　手数料 正副議長車用　ガソリンカード年会費及び給油費（平成２５年６月分）の支出について
200

市会事務局 総務担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 正副議長車用　ＥＴＣ利用高速道路通行料（平成２５年６月分）
14,500

市会事務局 総務担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 負担金、補助及交付金　交付金 政務活動費（平成２５年８月分）の支出について
44,118,000

市会事務局 総務担当 平成25年08月13日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,610

市会事務局 総務担当 平成25年08月13日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
400

市会事務局 総務担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（７月支払分）の支出について
34,794

市会事務局 総務担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 出張旅費（全国戦没者追悼式出席）
37,380

市会事務局 総務担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 出張旅費（全国戦没者追悼式出席（随行））
37,380

市会事務局 総務担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局所管自家用普通乗用車一式借入経費の支出について（平成２５年度７月分）
111,300

市会事務局 総務担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２５年８月分）（資金前渡受領者口座振込分）
64,000

市会事務局 総務担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２５年８月分）（口座振込分）
55,618,040

市会事務局 総務担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２５年８月分）（所得税等）
11,693,960

市会事務局 総務担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 会議・研修出席等用出張旅費（７月分）の支出について
6,980

市会事務局 総務担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（７月支払分）の支出について
40,176

市会事務局 総務担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 共済費　議員共済会負担金 平成25年度　市議会議員共済会共済給付金にかかる負担金の支出について（平成25年８月分）
66,415,392

市会事務局 総務担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 出張旅費（都市行政問題研究会第９８回総会出席）
37,380

市会事務局 総務担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 出張旅費（都市行政問題研究会第９８回総会出席（随行））
37,380

市会事務局 総務担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（７月分）（市会図書室）
251,567

市会事務局 総務担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（７月分）
27,739

市会事務局 総務担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用プリンタ一式長期借入経費の支出について（７月分）
13,440

市会事務局 総務担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用ファクシミリ装置一式借入経費の支出について（７月分）
27,489

市会事務局 総務担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市会正副議長用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（７月分）
17,010

市会事務局 総務担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（４０台分）一式長期借入経費の支出について（７月分）
53,058

市会事務局 総務担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員報酬システム機器一式長期借入経費の支出について（７月分）
16,359

市会事務局 総務担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員等在席表示システム用サーバ機及び周辺機器一式長期借入経費の支出について（７月分）
12,390

市会事務局 総務担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（５台分）一式長期借入経費の支出について（７月分）
8,289

市会事務局 総務担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員等在席表示システム用機器一式長期借入経費の支出について（７月分）
31,773

市会事務局 総務担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 全国市議会議長会指定都市協議会定例会議並びに事務局長会議出席者負担金の支出について
30,000

市会事務局 総務担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 出張旅費（第１回全国市議会議長会指定都市協議会定例会議出席）
66,600

市会事務局 総務担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 出張旅費（第１回全国市議会議長会指定都市協議会定例会議並びに市（議）会事務局長会議出席）
63,840

市会事務局 総務担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 出張旅費（第１回全国市議会議長会指定都市協議会定例会議出席（随行））
62,600

市会事務局 総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（７月支払分）の支出について
18,774

市会事務局 総務担当 平成25年08月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 大阪市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託の実施経費の支出について（７月分）
535,500

市会事務局 総務担当 平成25年08月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 正副議長車用　市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託超過時間料（７月分）の支出について
22,390

市会事務局 総務担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 旅費　特別旅費 海外出張旅費（大阪・メルボルン姉妹都市提携３５周年記念事業大阪市会代表団派遣）
2,217,600

市会事務局 総務担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　特別旅費 海外出張旅費（大阪・メルボルン姉妹都市提携３５周年記念事業大阪市会代表団派遣　随行）
663,760

市会事務局 総務担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 海外出張（大阪・メルボルン姉妹都市提携３５周年記念事業大阪市会代表団派遣）にかかる通信運搬費（携帯電話通話料、レンタル料等）の支出について
120,000

市会事務局 総務担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 海外出張（大阪・メルボルン姉妹都市提携３５周年記念事業大阪市会代表団派遣）にかかる筆耕翻訳料（同行通訳料）の支出について
343,200

市会事務局 総務担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（７月支払分）の支出について
29,349

市会事務局 議事担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２５年度２・３月大阪市会定例会会議録印刷製本経費の支出について
237,006
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市会事務局 議事担当 平成25年08月05日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年４月、５月大阪市会常任委員会の音声データ反訳による原稿作成業務経費の支出について
352,800

市会事務局 議事担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年５月大阪市会特別委員会の音声データ反訳による原稿作成業務経費の支出について
6,300

市会事務局 議事担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２５年４月、５月、５月定例会大阪市会常任委員会記録ＣＤ版作製経費の支出について
13,230

市会事務局 議事担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２５年２・３月大阪市会本会議定例会会議録ＣＤ版作製経費の支出について
13,230

市会事務局 議事担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２５年４月、５月、５月大阪市会定例会常任委員会記録印刷製本経費の支出について
47,061

市会事務局 議事担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年５月大阪市会本会議の速記による原稿作成業務経費の支出について
79,380

市会事務局 議事担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 財政総務委員会行政視察にかかる出張旅費の支出について（平成２５年度）
863,200

市会事務局 議事担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 市会運営委員会行政視察にかかる出張旅費の支出について
1,062,400

市会事務局 議事担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 財政総務委員会行政視察随行にかかる出張旅費の支出について
126,480

市会事務局 議事担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 市会運営委員会行政視察随行にかかる出張旅費の支出について
127,120

市会事務局 議事担当 平成25年08月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 建設消防委員会行政視察にかかる出張旅費の支出について
683,410

市会事務局 議事担当 平成25年08月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 民生保健委員会行政視察にかかる出張旅費の支出について（平成２５年度）
813,260

市会事務局 議事担当 平成25年08月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 都市経済委員会行政視察にかかる出張旅費の支出について（平成２５年度）
1,597,400

市会事務局 議事担当 平成25年08月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 交通水道委員会行政視察にかかる出張旅費の支出について（平成２５年度）
1,293,320

市会事務局 議事担当 平成25年08月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 建設消防委員会行政視察随行にかかる出張旅費の支出について
70,590

市会事務局 議事担当 平成25年08月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 交通水道委員会行政視察随行にかかる出張旅費の支出について
177,190

市会事務局 議事担当 平成25年08月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 都市経済委員会行政視察随行にかかる出張旅費の支出について
222,680

市会事務局 議事担当 平成25年08月27日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 民生保健委員会行政視察随行にかかる出張旅費の支出について
82,740

市会事務局 政策調査担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　広告料 大阪市会だより（平成２５年７月発行分）に係る新聞折り込み経費支出について
2,436,661

市会事務局 政策調査担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　追録購入経費支出について
25,520

市会事務局 政策調査担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年５月大阪市会特別委員会の音声データ反訳による原稿作成業務経費の支出について
18,900

市会事務局 政策調査担当 平成25年08月13日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 大阪市会要覧「平成２５年６月版」の印刷経費支出について
264,499

市会事務局 政策調査担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会図書室運営用　追録購入経費支出について
55,100

市会事務局 政策調査担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 大阪市会だより（平成25年7月発行分）に係る印刷経費支出について
1,349,594

市会事務局 政策調査担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 指定都市市会事務協議会分科会（調査関係）への出席について
40,380

行政委員会事務局 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張等交通費の支出について(6月分)
105,619

行政委員会事務局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（７月分）の支出について
7,627

行政委員会事務局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（７月分）の支出について
960

行政委員会事務局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（７月分）の支出について
1,300

行政委員会事務局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰戻金（７月分）の支出について
2,457

行政委員会事務局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料の支出について
2,625

行政委員会事務局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料の支出について
12,342

行政委員会事務局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　コピー代金（７月分）の支出について
105,999

行政委員会事務局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料の支出について
8,144

行政委員会事務局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式賃貸借料の支出について
19,685

行政委員会事務局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料（７月分）の支出について
108,974

行政委員会事務局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器賃貸借料の支出について
3,045

行政委員会事務局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　プリンター用トナーカートリッジ外２件購入経費の支出について
66,748

行政委員会事務局 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張等交通費の支出について(7月分)
206,553

行政委員会事務局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（７月分）の支出について
398,320

行政委員会事務局 監査課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 監査事務用　地方自治関係実例判例集追録の購入にかかる支出命令について
23,100

行政委員会事務局 監査課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 監査事務用　地方公営企業関係法令実例集追録の購入にかかる支出命令について
5,651

行政委員会事務局 監査課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 負担金、補助及交付金　会費 監査事務用　監査部門向け講座（わかりやすいIT・システム監査のすすめ方）参加料の支出命令について
65,100

行政委員会事務局 任用課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　身体障がい者を対象とした採用試験要綱、申込用紙の調製及び同経費の支出について
20,250

行政委員会事務局 任用課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　印刷製本費 任用事務用　身体障がい者を対象とした採用試験要綱、申込用紙の調製及び同経費の支出について
50,625

行政委員会事務局 任用課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　印刷製本費 任用事務用　職員（事務行政（18-21）、消防吏員Ｂ、学校事務（府費負担））採用試験要綱の調製及び同経費の支出について
76,398

行政委員会事務局 任用課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報償費　報償金 任用事務用　大学卒程度社会福祉専門試験に係る報酬の支出について
129,600

行政委員会事務局 任用課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 任用事務用　職員（事務行政（18-21）・学校事務（府費負担）・身障）採用試験関係書類（ご案内・概要等）の点字訳業務にかかる委託料の支出について
101,310
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行政委員会事務局 任用課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 任用事務用　職員（事務行政（18-21）・学校事務（府費負担）・身障）採用試験関係書類（ご案内・概要等）の点字訳業務にかかる委託料の支出について
97,260

行政委員会事務局 任用課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 任用事務用　職員採用試験（体力試験）体育館利用料の支出について
477,500

行政委員会事務局 任用課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 任用事務用　職員（事務行政（26-34）、社会人経験者社会福祉）採用試験要綱等の発送に係る経費の支出について
9,200

行政委員会事務局 任用課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 任用事務用　職員（事務行政（18-21）、消防吏員Ｂ、学校事務（府費負担））採用試験要綱の発送に係る経費の支出について
73,760

行政委員会事務局 任用課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 任用事務用　任用システム機器長期借入契約にかかる使用料の支出について
58,065

行政委員会事務局 調査課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 民間給与実態調査関係事務用　大人連事務局長会議にかかる出張旅費の支出について
21,560

行政委員会事務局 調査課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 給与報告事務用　人事院勧告説明会への出張について
28,500

行政委員会事務局 調査課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 給与調査事務用　給与調査システム用機器一式長期借入料の支出について（７月分）
38,220

行政委員会事務局 調査課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 給与報告事務用　全国人事委員会事務局長会議への出張について
28,820

行政委員会事務局 選挙課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙法研究用　行政判例集成　選挙編外2点購入経費の支出について
49,900

行政委員会事務局 選挙課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　特別旅費 第６４回選挙事務講習会（高野山研修）への出張について
8,860

行政委員会事務局 選挙課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 負担金、補助及交付金　会費 選挙法研究用　選挙事務講習会（高野山研修）参加分担金の支出について
1,000

行政委員会事務局 選挙課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙法研究用公職選挙法令集外３点購入経費の支出について
350,385

行政委員会事務局 選挙課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 備品購入費　図書購入費 選挙法研究用公職選挙法令集外３点購入経費の支出について
5,599

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月05日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙用啓発パレード横幕の作製経費の支出について
8,925

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月06日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員選挙関連事務従事者用宿泊経費の支出について
17,955

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月06日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 参議院議員通常選挙啓発用自動車借上経費の支出について
73,500

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙啓発用たすきの作製経費の支出について
138,915

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 委託料　委託料 参議院議員通常選挙啓発用立掛看板の作製、設置、補修、撤去業務委託費の支出について
271,425

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 委託料　委託料 参議院議員通常選挙啓発用のぼりの作製及び設置、撤去作業委託費の支出について
102,768

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 委託料　委託料 参議院議員通常選挙啓発用立看板の作製、設置、補修及び撤去業務委託費の支出について
47,250

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院選挙事務用期日前投票・不在者投票システム用ラベルシールの買入経費の支出について
188,160

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月12日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院議員通常選挙用啓発行事の出席者の交通費の支出について（７月１９日開催分）
1,860

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 委託料　委託料 参議院議員通常選挙にかかるポスター掲示場作製・設置等業務委託（Ａブロック）経費の支出について
6,932,992

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 委託料　委託料 参議院議員通常選挙にかかるポスター掲示場作製・設置等業務委託（Ｅブロック）経費の支出について
6,645,240

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 委託料　委託料 参議院議員通常選挙にかかるポスター掲示場作製・設置等業務委託（Ｃブロック）経費の支出について
7,455,000

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 委託料　委託料 参議院議員通常選挙にかかるポスター掲示場作製・設置等業務委託（Ｄブロック）経費の支出について
6,900,600

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 委託料　委託料 参議院議員通常選挙にかかるポスター掲示場作製・設置等業務委託（Ｂブロック）経費の支出について
6,705,772

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　食糧費 小口支払基金への繰入れについて（2部経費　7月分）
1,284

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入れについて（2部経費　7月分）
10,000

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 委託料　委託料 参議院議員通常選挙啓発用映画館内うちわ配布業務委託経費の支出について
149,625

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 旅費　普通旅費 参議院議員選挙事務用市内出張交通費の支出について
40,718

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 旅費　普通旅費 参議院議員選挙事務用市内出張交通費の支出について
1,080

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　印刷製本費 参議院比例代表選出議員選挙用政党名等掲示（記載台外）の作成経費の支出について
43,659

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 委託料　委託料 参議院選挙事務用選挙人名簿抄本出力等業務委託料の支出について
2,100,000

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 委託料　委託料 第23回参議院議員通常選挙用投票案内状等作製業務委託経費の支出について
20,790,000

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月20日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 委託料　委託料 参議院議員通常選挙啓発用着ぐるみ活動業務委託経費の支出について
168,000

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 委託料　委託料 投票所地図データ作成業務委託経費の支出について
103,950

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 参議院議員通常選挙投票所用携帯電話料金の支出について
359,580

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 旅費　普通旅費 参議院議員選挙事務用市内出張交通費の支出について
1,080

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　印刷製本費 参議院議員通常選挙用選挙公報等製本経費の支出について
35,238

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 需用費　印刷製本費 参議院議員通常選挙用点字シールの作成経費の支出について
100,170

行政委員会事務局
選挙課（２部経費執行
用）

平成25年08月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 委託料　委託料 参議院議員通常選挙に係る投票所用仮設スロープの設置・撤去及び保管業務委託経費の支出について
4,487,000

教育委員会事務局 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 予算決算事務用市内出張交通費の支出について（２５年５月分）
300

教育委員会事務局 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　備品修繕料 庁内情報利用パソコン液晶破損にかかる修理費用の支出について
81,480

教育委員会事務局 総務課 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 「地方公共団体　契約実務の要点」追録の購入及び同経費の支出について
8,080

教育委員会事務局 総務課 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 総務課市内出張交通費（６月分）の支出について
2,290

教育委員会事務局 総務課 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 総務課市内出張交通費（６月分）の支出について
1,170
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教育委員会事務局 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　書庫外３件の購入にかかる消耗品費の支出について
45,780

教育委員会事務局 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 第２期教育振興基本計画説明会の出席に係る出張旅費の支出について
28,020

教育委員会事務局 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 企画グループ業務用　市内出張交通費（６月分）の支出について
12,170

教育委員会事務局 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（揮発油）の使用にかかる経費の支出について（６月分）
115,644

教育委員会事務局 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（軽油）の使用にかかる経費の支出について（６月分）
11,898

教育委員会事務局 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 予算決算事務用タクシー料金の支出について
17,330

教育委員会事務局 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
11,840

教育委員会事務局 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
500

教育委員会事務局 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
240

教育委員会事務局 総務課 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
300

教育委員会事務局 総務課 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,260

教育委員会事務局 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 一般管理用　市内出張交通費の支出について（６月分）
8,690

教育委員会事務局 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 調度事務用　市内出張交通費の支出について（７月分）
3,720

教育委員会事務局 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　トナーカートリッジの購入および同所要経費の支出について
62,055

教育委員会事務局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 予算決算事務用市内出張交通費の支出について（２５年７月）
650

教育委員会事務局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　シャープペンシル他56件の購入にかかる経費の支出について
232,304

教育委員会事務局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　郵便料金等の経費支出について（７月分）
295,420

教育委員会事務局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　送受信兼用ファクシミリ装置借入にかかる使用料の支出について（７月分）
21,210

教育委員会事務局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入にかかる使用料の支出について（７月分）
677,027

教育委員会事務局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式長期借入にかかる使用料の支出について（７月分）
694,540

教育委員会事務局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　デジタル製版一体型印刷機長期借入にかかる使用料の支出について（７月分）
26,126

教育委員会事務局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　食糧費 給油カード（軽油）の使用にかかる経費の支出について（７月分）
15,585

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 学校運動場の芝生化事業実施に伴う補助金の支出について（鶴見小学校）
100,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと北天満小学校の機械機動警備委託の支出について（６月分）
31,447

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと西淡路小学校分校の機械機動警備委託の支出について（６月分）
29,925

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと此花総合高等学校の機械機動警備委託の支出について（６月分）
25,200

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと梅田東小学校の機械機動警備委託の支出について（６月分）
7,875

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと大阪北小学校の機械機動警備委託の支出について（６月分）
57,750

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと大和川小学校の機械機動警備委託の支出について（６月分）
14,700

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと扇町高等学校の機械機動警備委託の支出について（６月分）
29,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託経費の支出について（３ブロック）6月分
7,665

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託経費の支出について（１ブロック）6月分
623,702

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の経費の支出について（2ブロック）6月分
578,628

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託経費の支出について（７ブロック）6月分
571,200

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託経費の支出について（３ブロック）6月分
631,270

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託経費の支出について（３ブロック）6月分
107,310

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の経費の支出について（2ブロック）6月分
242,651

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託経費の支出について（７ブロック）6月分
284,900

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託経費の支出について（１ブロック）6月分
247,872

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託経費の支出について（１ブロック）6月分
46,476

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の経費の支出について（2ブロック）6月分
37,331

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託経費の支出について（３ブロック）6月分
45,990

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の経費の支出について（2ブロック）6月分
18,665

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託経費の支出について（３ブロック）6月分
15,330

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託経費の支出について（７ブロック）6月分
17,850

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 廃校管理事務用もと大阪北小学校電気料金の支出について（７月分）
27,975

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 啓発小学校におけるガス吸収式冷房機運転業務委託の実施並びに経費の支出について（２回目）
113,778

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用十三小学校借地料（７月分）の支出について
797,418
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教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用南中学校借地料（７月分）の支出について
1,155,672

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の経費の支出について（５ブロック）６月分
24,512

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の経費の支出について（５ブロック）６月分
931,457

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の経費の支出について（５ブロック）６月分
442,681

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の経費の支出について（５ブロック）６月分
49,025

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の経費の支出について（５ブロック）６月分
49,025

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 使用料及賃借料　使用料 校舎建設事務用　施設台帳図面管理システム利用パソコン等一式長期借入経費の支出について（７月分）
41,055

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 保全整備業務管理システム用パーソナルコンピュータの長期借入経費の支出について（７月分）
39,879

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設事務用「建設工事紛争予防・解決の手引き128－129」の購入経費の支出について
8,750

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設事務用 公立学校施設整備関係執務提要（５７２－５７５号）の購入経費の支出について
8,480

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用「電気事業法解釈例規集1428－1440」外1点の経費支出について
57,600

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用　産業教育関係執務提要（２７３－２７７）の購入経費の支出について
10,800

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 学校運動場の芝生化事業実施に伴う補助金の支出について（長吉小学校）
94,500

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　光熱水費 新栄小学校にかかる光熱水費（電気料金）の支出について（８月分）
135,147

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 産業教育設備整備事業　ＵＳＢオシロスコープ購入経費の支出について
354,900

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（３ブロック）（７月分）
7,665

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（５ブロック）（７月分）
24,512

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（８ブロック）（７月分）
16,800

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（８ブロック）（７月分）
672,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（矢田小学校外14校）（７月分）
143,325

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（１ブロック）（７月分）
588,702

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（３ブロック）（７月分）
268,275

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（７ブロック）（７月分）
571,200

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（６ブロック）（７月分）
1,679,999

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（2ブロック）（７月分）
578,628

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（５ブロック）（７月分）
931,457

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（４ブロック）（７月分）
260,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（３ブロック）（７月分）
107,310

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（７ブロック）（７月分）
249,900

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（2ブロック）（７月分）
242,651

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（４ブロック）（７月分）
109,200

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（１ブロック）（７月分）
247,872

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（６ブロック）（７月分）
629,999

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（８ブロック）（７月分）
302,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（５ブロック）（７月分）
367,681

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（矢田小学校外14校）（７月分）
143,325

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（６ブロック）（７月分）
69,998

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（１ブロック）（７月分）
46,476

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（８ブロック）（７月分）
16,800

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（５ブロック）（７月分）
49,025

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（2ブロック）（７月分）
37,331

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（３ブロック）（７月分）
45,990

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（４ブロック）（７月分）
42,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（３ブロック）（７月分）
15,330

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（５ブロック）（７月分）
49,025

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（矢田小学校外14校）（７月分）
20,475

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（８ブロック）（７月分）
16,800

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（2ブロック）（７月分）
18,665
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教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備委託の実施経費の支出について（７ブロック）（７月分）
17,850

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（６ブロック）（７月分）
69,998

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（６ブロック）（７月分）
34,999

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 理科教育等付帯設備　教師用調理台外2点の購入経費の支出について
1,794,450

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 旅費　普通旅費 校舎建設用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（６月分）
37,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 旅費　普通旅費 用地管理用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（６月分）
15,660

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 廃校管理事務用もと大阪北小学校電気料金の支出について（８月分）
35,294

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業ガスファンヒーター、理科教育等付帯設備ガスコンロ（２口）購入経費の支出について
73,500

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業ガスファンヒーター、理科教育等付帯設備ガスコンロ（２口）購入経費の支出について
170,100

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 学校電話設備事業用電話回線休止工事費の支出について（開平小学校、鶴見橋中学校）
4,200

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用巽中学校借地料（８月分）の支出について
7,881,376

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと大和川小学校の機械機動警備委託の支出について（７月分）
14,700

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと梅田東小学校の機械機動警備委託の支出について（７月分）
7,875

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと此花総合高等学校の機械機動警備委託の支出について（7月分）
25,200

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと北天満小学校の機械機動警備委託の支出について（７月分）
31,447

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと大阪北小学校の機械機動警備委託の支出について（７月分）
57,750

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと西淡路小学校分校の機械機動警備委託の支出について（７月分）
29,925

教育委員会事務局 施設整備課 平成25年08月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと扇町高等学校の機械機動警備委託の支出について（７月分）
29,400

教育委員会事務局 学事課 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 第４回大阪市学校適正配置審議会ワーキンググループ会議の委員報酬の支出について
80,025

教育委員会事務局 学事課 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学事課６月分市内出張旅費の支出について
49,294

教育委員会事務局 学事課 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 窓あき封筒（就学通知書等）、返信用封筒の作成並びに同所要経費の支出について
383,884

教育委員会事務局 学事課 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入並びに所要経費の支出について
48,783

教育委員会事務局 学事課 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 高等学校等奨学金事業用受取人払郵便料金の支出について（７月分）
16,495

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事業班運営用　エンジンオイル　外１点の購入経費の支出について
16,800

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事業班運営用　クランプファイル　外９点の購入経費の支出について
20,790

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事業班運営用　コピー機用トナーカートリッジの購入経費の支出について
50,400

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 事業班運営用　校園営繕園芸事務所車両点検整備業務（６ケ月点検）の実施経費の支出について
110,250

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（資質）出張交通費（５月分）の支出について
8,960

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（小・中）出張交通費（５月分）の支出について
8,980

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当　（任・服）出張交通費（５月分）の支出について
41,660

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（資質）出張交通費（４月分）1名追加分の支出について
1,170

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　CD/DVDケース外８点の購入経費の支出について
74,550

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事服務管理事務用　追録の購入経費の支出について
68,650

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理主事）出張交通費（５月分）の支出について
105,040

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 車両系建設機械（バックホー）の特定自主検査経費の支出について
25,200

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 第２回指導力向上支援・判定会議の開催に係る所要経費の支出について
65,475

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 学校園におけるセクシュアル・ハラスメント相談員報奨金（７月分）の支出について
104,400

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,082

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成25年度　校園文書等逓送業務委託（7月分）の継続について
4,360,217

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 事業班運営用　校園営繕園芸事務所車両臨時整備業務にかかる不良箇所の整備業務の実施経費の支出について（なにわ400と5069）
29,935

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 事業班運営用　校園営繕園芸事務所車両臨時整備業務にかかる不良箇所の整備業務の実施経費の支出について（なにわ45ぬ3125）
41,160

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 事業班運営用　校園営繕園芸事務所車両臨時整備業務にかかる不良箇所の整備業務の実施経費の支出について（なにわ400と5068）
17,272

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 事業班運営用　校園営繕園芸事務所車両臨時整備業務にかかる不良箇所の整備業務の実施経費の支出について（なにわ400な9062）
14,647

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 事業班運営用　市内出張交通費（７月分）の支払について
1,850

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事服務管理事務用　追録の購入経費の支出について
21,450

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 事業班運営用　校園営繕園芸事務所車両臨時整備業務にかかる不良箇所の整備業務の実施経費の支出について（なにわ400と5070）
17,272

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 事業班運営用　校園営繕園芸事務所車両臨時整備業務にかかる不良箇所の整備業務の実施経費の支出について（なにわ400な9073）
10,447

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 事業班運営用　校園営繕園芸事務所車両臨時整備業務にかかる不良箇所の整備業務の実施経費の支出について（なにわ400と5072）
17,272
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教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 事業班運営用　校園営繕園芸事務所車両臨時整備業務にかかる不良箇所の整備業務の実施経費の支出について（なにわ400と5073）
32,592

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 事業班運営用　校園営繕園芸事務所車両臨時整備業務にかかる不良箇所の整備業務の実施経費の支出について（なにわ400と5071）
17,272

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 事業班運営用　校園営繕園芸事務所車両臨時整備業務にかかる不良箇所の整備業務の実施経費の支出について（なにわ45と8159）
29,190

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 事業班運営用　校園営繕園芸事務所車両臨時整備業務にかかる不良箇所の整備業務の実施経費の支出について（なにわ400と5255）
17,272

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　船車修繕料 事業班運営用　校園営繕園芸事務所車両臨時整備業務にかかる不良箇所の整備業務の実施経費の支出について（なにわ400と5254）
17,272

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　印刷製本費 給食調理員研修会用　研修会用テキストの印刷及び同所要経費の支出について
86,625

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 管理作業員及び給食調理員夏季研修会にかかる講師謝礼金の支出について
44,140

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（資質）出張交通費（６月分）の支出について
12,510

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理職）出張交通費（４月追加分）の支出について
1,527

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理）出張交通費（４月１名追加分）の支出について
860

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理職）出張交通費（５月分）の支出について
32,051

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（小・中）出張交通費（６月分）の支出について
6,810

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当　（任・服）出張交通費（６月分）の支出について
20,280

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理）出張交通費（６月分）の支出について
13,870

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（任・服）出張交通費（５月分）1名追加分の支出について
860

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理）出張交通費（５月分）の支出について
10,290

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　教職員人事担当資料室　コピー代の支出について（７月分）
1,367

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　管理主事室　コピー代の支出について（７月分）
3,906

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　資質向上推進室　コピー代の支出について（７月分）
19,237

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 大阪市立学校児童・生徒心臓検診業務委託契約にかかる経費の支出について　南ブロック　長期継続（概算契約　平成２５年度第一回中間）
17,997,744

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成２５年度定期結核健康診断（児童・生徒）業務の実施にかかる経費の支出について（第一回中間）
3,779,643

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 学校保健推進事業用　第５３回　近畿学校保健主事研究協議会京都市大会にかかる資料代の支出について
5,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用業務用給湯器買入に関する所要経費の支出について
2,204,475

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　印刷製本費 学校給食展の実施および給食展資料・ポスター作成にかかる印刷経費の支出について
236,250

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用業務用給湯器買入に関する経費の支出について
556,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 旅費　普通旅費 学校保健推進事業用　平成２５年度全国養護教諭研究大会参加にかかる出張旅費の支出について
34,050

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 学校保健推進事業用　平成２５年度全国養護教諭研究大会にかかる資料代の支出について
5,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報償費　報償金 大阪市学校給食標準献立会議構成員報償金の支出について（平成２５年１１・１２月分献立関係）
2,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 旅費　普通旅費 学校保健グループ事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成25年４月分）
20,790

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 大阪市立学校児童・生徒心臓検診業務委託契約について　北ブロック　長期継続（概算契約　平成25年度第一回中間）
19,587,510

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 学校給食食品細菌検査業務委託経費の支出について（７月分）
96,180

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用業務用給湯器買入に関する経費の支出について
417,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用保存食用冷凍庫外1点買入に関する経費の支出について
2,495,850

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　印刷製本費 平成２５年度学校給食標準献立外１点印刷業務にかかる同経費の支出について（指導資料９月分）
36,514

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 三国小学校の給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,298,817

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 粉浜小学校の学校給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,154,257

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 新高小学校の学校給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,551,784

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 東小橋小学校の給食調理業務委託料の支出について（７月分）
875,446

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 就学時健康診断事業用　宛て名ラベルの買入れにかかる経費の支出について
17,431

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の振替不能による再支出について(平成２５年４月分)
1,860

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 中学校昼食弁当配送・配膳業務にかかる委託料の支出について(7月分）（新巽中学校、外11校）
567,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 中学校昼食弁当配送・配膳業務にかかる委託料の支出について(7月分）（八阪中学校、外3校）
210,800

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 中学校昼食弁当配送・配膳業務にかかる委託料の支出について(7月分）（新豊崎中学校、外14校）
736,760

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　天王寺区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
50,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　都島区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
50,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　生野区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
50,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　西淀川区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
50,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　福島区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
50,000
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　住吉区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
50,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　平野区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
50,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用焼き物機（カート付）買入に関する経費の支出について
2,937,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　阿倍野区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
50,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　西成区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
50,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　東住吉区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
50,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　北区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
50,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用フードスライサー買入に関する経費の支出について
4,242,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　浪速区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
50,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 使用料及賃借料　使用料 学校給食献立作成用コンピューター機器賃借経費の支出について（７月分）
32,445

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 学校給食用焼き物機用ホテルパン・蓋付買入に関する経費の支出について
165,312

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第１ブロック）にかかる経費の支出について（７月分）
2,444,571

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第４ブロック）にかかる経費の支出について（７月分）
1,343,677

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市中学校給食システム運用保守業務にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
315,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第２ブロック）にかかる経費の支出について（７月分）
2,165,394

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第５ブロック）にかかる経費の支出について（７月分）
2,311,302

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第３ブロック）にかかる経費の支出について（７月分）
2,425,206

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第６ブロック）にかかる経費の支出について（７月分）
1,744,647

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第７ブロック）にかかる経費の支出について（７月分）
1,555,607

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第８ブロック）にかかる経費の支出について（７月分）
1,092,193

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市中学校給食システム機器にかかる長期借入経費の支出について（平成２５年７月分）
155,925

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 難波元町小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
1,198,750

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 加美南部小学校の給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,392,976

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南住吉小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
1,948,333

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 弁天小学校の学校給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,264,419

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 伝法小学校の学校給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,290,757

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 金塚小学校の給食調理業務委託料の支出について（７月分）
997,568

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 本田小学校の給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,298,076

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北巽小学校の給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,242,865

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南百済小学校の給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,242,865

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 片江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
1,510,395

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 五条小学校の給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,532,882

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 聖和小学校の給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,153,308

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 中央小学校の給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,602,224

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 加美北小学校の給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,542,619

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 長吉出戸小学校の給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,460,784

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 菅原小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
2,012,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 茨田西小学校の給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,459,887

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 放出小学校の給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,652,365

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 長吉小学校の給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,472,757

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 田辺小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
1,416,625

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 三軒家東小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
1,452,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 巽東小学校の給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,160,614

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北恩加島小学校の学校給食調理業務委託料の支出について（７月分）
969,865

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 柏里小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
1,199,625

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 神路小学校の給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,124,110

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南港桜小学校の給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,108,757

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 巽南小学校の給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,165,476
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南大江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
1,548,750

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 真田山小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
2,012,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高倉小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
2,178,750

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 井高野小学校の給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,289,561

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 榎並小学校の給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,297,465

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 日吉小学校の学校給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,508,676

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 新森小路小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
1,808,333

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 加賀屋東小学校の給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,292,668

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 晴明丘小学校の給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,398,514

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 磯路小学校の給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,000,025

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 宮原小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
1,561,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 姫島小学校の学校給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,532,622

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 堀川小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
1,718,062

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 海老江西小学校の給食調理業委託料の支出について（７月分）
875,256

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 淀川小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
1,412,950

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 諏訪小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
2,158,333

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 玉出小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
1,416,625

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 小松小学校の学校給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,788,865

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高見小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
1,568,350

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 東都島小学校の給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,126,541

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 瓜破小学校の給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,245,023

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 茨田小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
1,425,958

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 長居小学校の学校給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,621,230

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 鯰江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
2,290,750

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 豊仁小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
1,409,012

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 喜連小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
1,405,250

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 姫里小学校の給食調理業務委託料の支出について（７月分）
1,284,699

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　中央区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
50,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南田辺小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
1,822,362

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 榎本小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
2,298,333

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪市中学校給食システム情報回線経費の支出について（平成２５年７月分）
24,360

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成25年度大阪市立学校児童・生徒心臓３次検診業務委託費の支出について　南ブロック　６月分
944,270

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 学校給食献立作成用コンピューターシステムメンテナンス業務委託経費の支出について（６月・７月分）
94,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用焼き物機の買入に関する経費の支出について
524,895

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用食器（缶）消毒保管庫の買入に関する経費の支出について
4,690,980

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 加島小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（７月分）
1,857,625

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報償費　報償金 平成25年度第１回給食調理員講習会にかかる講師謝礼金の支出について
12,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　印刷製本費 平成25年第１回給食調理員講習会のテキスト作成経費の支出について
29,137

教育委員会事務局 学校保健担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 平成25年度検便検査にかかる業務委託経費の支出について（７月分）
515,442

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　被服費 平成２５年度　被服貸与用作業服男子夏用シャツ外３点の買入並びに同経費の支出について
6,217,890

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 給与事務用　公務員給与事務提要外２点にかかる購入経費の支出について（第１回）
6,000

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　印刷製本費 労働安全衛生用公務災害防止月間ポスターにかかる所要経費の支出について
32,340

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 教職員相談事業用　教職員カウンセリングルーム電気使用料の支出について（７月分）
4,329

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年度船場センタービル修繕積立金の支払いについて（平成２５年９月分）
10,701

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年度教職員カウンセリングルーム管理費の支出について（平成２５年９月分）
91,671

教育委員会事務局 音楽団 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 負担金、補助及交付金　負担金 一般維持管理用　簡易無線局利用にかかる電波利用料金の支出について
900

教育委員会事務局 音楽団 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 委託料　委託料 一般・音楽堂維持管理用　大阪市音楽団事務所等清掃業務に係る所要経費の支出について（４月分）
253,400

教育委員会事務局 音楽団 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 音楽団の自立化に向けた法人設立に係る相談の所要経費の支出について（平成25年４月分）
30,000
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教育委員会事務局 音楽団 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 音楽団の自立化に向けた法人設立に係る相談の所要経費の支出について（平成25年５月分）
60,000

教育委員会事務局 音楽団 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 役務費　広告料 演奏維持管理用「たそがれコンサート２０１３」ポスター　地下鉄駅構内市政広報板への掲出にかかる経費の支出について
69,300

教育委員会事務局 音楽団 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 演奏維持管理用　第106回定期演奏会実施にかかる客演奏者報償費の支出について
829,920

教育委員会事務局 音楽団 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 演奏維持管理用　たそがれコンサート2013(平成25年7月5日実施)の指揮者、司会者、客演奏者にかかる謝礼金の支出について
201,460

教育委員会事務局 音楽団 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 委託料　委託料 一般・音楽堂維持管理用　大阪市音楽団事務所等清掃業務に係る所要経費の支出について（５月分）
253,400

教育委員会事務局 音楽団 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 音楽団の自立化に向けた法人設立に係る相談の所要経費の支出について（平成25年６月分）
30,000

教育委員会事務局 音楽団 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 委託料　委託料 音楽堂維持管理用　大阪市立大阪城音楽堂舞台等運営等業務にかかる経費の支出について（６月分）
1,221,360

教育委員会事務局 音楽団 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 たそがれコンサート2013(平成25年7月12日実施)の司会者にかかる謝礼金の支出について
31,340

教育委員会事務局 音楽団 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 役務費　広告料 演奏維持管理用「大阪城サマ―フェスティバル2013」共通広報紙制作にかかる経費の支出について
30,000

教育委員会事務局 音楽団 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 たそがれコンサート2013(平成25年7月19日実施)の司会者にかかる謝礼金の支出について
31,340

教育委員会事務局 音楽団 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 演奏維持管理用　依頼演奏「さわやかサマーコンサート(平成25年7月15日実施)」の指揮者、客演奏者にかかる謝礼金の支出について
216,880

教育委員会事務局 音楽団 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 需用費　消耗品費 コピー料金の支出について（７月分）
7,575

教育委員会事務局 音楽団 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 需用費　消耗品費 演奏維持管理用　カラーコピー用紙の購入にかかる経費の支出について
14,805

教育委員会事務局 音楽団 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 委託料　委託料 演奏維持管理用　大阪市音楽団楽器搬送業務にかかる経費の支出について（7月分）
116,550

教育委員会事務局 音楽団 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 委託料　委託料 一般・音楽堂維持管理用　大阪市音楽団・音楽堂機械警備業務にかかる経費の支出について（７月分）
29,400

教育委員会事務局 音楽団 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 委託料　委託料 音楽堂維持管理用　大阪市立大阪城音楽堂照明設備保守点検業務にかかる経費の支出について（第１回）
221,550

教育委員会事務局 音楽団 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 委託料　委託料 一般・音楽堂維持管理用　大阪市音楽団事務所等事業系一般廃棄物収集運搬にかかる経費の支出について（７月分）
3,469

教育委員会事務局 音楽団 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 委託料　委託料 音楽堂維持管理用　大阪城音楽堂吊物設備保守点検業務にかかる経費の支出について（７月分）
34,650

教育委員会事務局 音楽団 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報償費　報償金 演奏維持管理用　たそがれコンサート2013(平成25年7月26日実施)の司会者にかかる謝礼金の支出について
31,340

教育委員会事務局 音楽団 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 旅費　普通旅費 音楽団職員出張旅費の支出について（５月分）
156,140

教育委員会事務局 音楽団 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 需用費　消耗品費 音楽堂維持管理用　ウインドスクリーン外２点の購入にかかる経費の支出について
24,255

教育委員会事務局 音楽団 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　インターネットプロバイダー料金（７月分）の支出について
6,563

教育委員会事務局 音楽団 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 委託料　委託料 一般・音楽堂維持管理用　大阪市音楽団事務所等清掃業務に係る所要経費の支出について（平成25年６月分）
253,400

教育委員会事務局 音楽団 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 委託料　委託料 演奏維持管理用　大阪市立大阪城音楽堂舞台等運営等業務にかかる経費の支出について（７月分）
1,598,940

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成25年08月01日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 東淀川区豊里七丁目における豊里遺跡発掘調査報告書作成業務にかかる委託経費の支払について
2,142,000

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 平成25年度指定都市文化財行政主管者協議会にかかる出張旅費の支払いについて
48,740

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 特別史跡大坂城跡西の丸庭園の現状変更許可 完了報告に関する協議への出張旅費の支払いについて
29,660

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成25年08月08日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平野区長吉六反地区における長原遺跡発掘調査報告書作成業務の委託経費の支払について
5,967,643

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成25年08月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 平野区加美東三丁目における加美遺跡発掘調査報告書作成業務の委託経費の支払について
6,631,800

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成25年08月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 平野区長吉六反地区における長原遺跡発掘調査報告書作成業務の委託経費の支払について
9,334,007

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成25年08月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 東淀川区井高野一丁目における井高野遺跡発掘調査報告書作成業務の委託経費の支払について
2,151,450

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成25年08月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 東住吉区矢田五丁目11番における矢田遺跡発掘調査報告書作成業務の委託経費の支払について
1,912,050

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成25年08月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 東淀川区東中島四丁目における崇禅寺遺跡発掘調査報告書作成業務の委託経費の支払について
4,502,400

教育委員会事務局 文化財保護担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 文化財保護担当市内出張旅費４・５月分　口座振替不能分の再支出について
2,280

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成25年08月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 もと飛鳥青少年会館外９館機械警備業務委託費の支出について（第１四半期分）
532,350

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　印刷製本費 平成25年度はぐくみネットコーディネーター委嘱状の作成にかかる経費の支出について
57,991

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 生涯学習担当事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について（ラベルシール外）
68,031

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 PTA・社会教育関係団体対象人権学習会促進事業「オリジナル紙芝居作り講座」（中央図書館実施分）用消耗品（板目表紙外）の購入にかかる経費の支出について
6,489

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　印刷製本費 平成25年度夏休みファミリー劇場周知用チラシにかかる印刷経費の支出について
198,912

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　印刷製本費 社会教育委員会議意見具申「新しい大都市制度における生涯学習のあり方について（意見具申）」の所要経費の支出について
29,400

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成２５年度　視覚障がい者成人学校の実施にかかる経費の支出について
741,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入にかかる経費の支出について（７月分）
8,681

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入にかかる経費の支出について（７月分）
19,730

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入にかかる経費の支出について（７月分）
19,730

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度生涯学習情報提供システム機器等一式借入にかかる経費の支出について（７月分）
539,544

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成25年度　よみかき茶屋の実施にかかる報償金の支出について（第1四半期分）
890,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年度大阪市立総合生涯学習センターにかかる施設管理費等の支出について（８月分）
4,474,066

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２５年度　キッズプラザ大阪にかかる賃借料の支出について（８月分）
29,450,820
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教育委員会事務局 生涯学習担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２５年度大阪市立弁天町市民学習センターの不動産賃借料の支出について（８月分）
7,322,985

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成25年度　識字学級の実施にかかる報償費の支出について（第1四半期分）
1,145,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成25年度　あべの読み書き教室の実施にかかる報償金の支出について（第1四半期分）
880,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用広域LAN回線使用料の支出について（７月分）
24,360

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２５年度大阪市立難波市民学習センターの不動産賃借料の支出について（８月分）
10,735,100

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　普通旅費 生涯学習担当職員出張旅費の支出について（５月分）
23,300

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 ネットワーク変更に伴う生涯学習情報提供システム設定変更業務にかかる委託料の支出について
525,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年度大阪市立阿倍野市民学習センターにかかる施設管理費等の支出について（９月分）
2,871,212

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成25年08月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 生涯学習担当職員出張旅費の支出について（５月分）２目
20,810

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　印刷製本費 家庭教育充実促進事業にかかるチラシ作成経費の支出について（９/３０・１０/７分）
65,100

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システムのNTT設備（ルーター）交換にかかる経費の支出について
74,865

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
950

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「第１回子どもの体力向上推進委員会」の開催経費の支出について（７月３日）
54,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「体力向上モデル校講習会」にかかる経費支出について（７月９日、７月１６日）
101,150

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２５年度就学相談・支援担当者研究協議会への出席にかかる出張旅費の支出について
36,120

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２５年度帰国・外国人児童生徒教育及び国際理解教育担当指導主事等連絡協議会への出席にかかる出張旅費の支出について
28,820

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語イノベーション事業中学校英語教育重点校カリキュラム開発アドバイザー会議（第1回）の謝礼金の支出について（6月25日）
23,260

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成25年度児童虐待防止委員会ケース会議にかかる報償費の支出について（中津小学校）
16,140

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「小学校英語教育重点校」アドバイザー会議（第1回）の実施並びに同経費の支出について（6月12日）
93,860

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ジョブアドバイザー定例会出席にかかる謝礼金の支出について（７月４日）
9,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「小学校英語教育重点校」アドバイザー会議（第２回）にかかる謝礼金の支出について（7月19日）
102,820

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語イノベーション事業用「Ｈｉ，Ｆｒｉｅｎｄｓ！１」外１点の購入経費の支出について
19,720

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 学校元気アップ事業用切手購入にかかる経費の支出について（８月分）
25,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 特別支援学級及び特別支援学校通学タクシー運行業務委託料（第１四半期分）の支出について
7,350

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２５年度大阪府高等学校商業教育協会会費の支出について
70,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２５年度市内出張交通費（６月分）の支払いにかかる経費の支出について
391,180

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 特別支援学級児童生徒用階段昇降機の移設外にかかる経費の支出について（大江小学校、三国中学校への移設）
532,108

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成25年度学校元気アップ地域コーディネーター報償費にかかる経費支出について（5月分）
5,407,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語イノベーション事業　外国語指導助手（Ｃ－ＮＥＴ）会議研修用消耗品購入経費の支出について
20,593

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 第１回小中一貫教育検討会議にかかる経費支出について（７月１８日）
15,380

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２５年度学校元気アップ学習ボランティア講師謝礼にかかる経費支出について（５月分）
341,550

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　建物修繕料 外国語指導助手の貸与住宅退去に伴う原状復帰にかかる経費の支出について
52,970

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 平成２５年度国際理解教育推進指導員にかかる損害保険料の支出について（日本語指導協力者分）
880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解教育推進事業「帰国・来日したこどもの教育」の日本語指導者報酬にかかる経費の支出について（４～６月分）
1,281,420

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
4,323

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 平成２５年度小中一貫教育の推進事業にかかる小中一貫校児童生徒募集用学校案内リーフレットの印刷経費の支出について
71,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,170

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成25年度児童虐待防止支援委員会ケース会議にかかる報償金の経費支出について（五条小学校）
21,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成25年度いじめ、不登校対策等プロジェクト講師派遣にかかる講師謝礼の経費支出について（７/31実施）
16,320

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成25年度不登校プロジェクト講師派遣にかかる講師謝礼金の経費支出について（天下茶屋中学校）
16,020

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２５年度いじめ対策事業「ピア・サポート活動指導者養成講座」講師派遣に係る講師謝礼金の支出について
86,730

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 桜宮高等学校バスケットボール部技術指導者招聘にかかる経費支出について（５・６月分）
147,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年度学校元気アップ支援員市内出張交通費（６月分）の支払いにかかる経費支出について
27,370

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 職業教育訓練センター用B4上質紙外４点購入にかかる経費の支出について（分納第１回目）
156,896

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語イノベーション事業用英語教材「We CAN Phonics1フォニックス練習帳」ＣＤ及びワークブック購入にかかる経費の支出について
6,093,794

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ事業用ＵＳＢメモリ外２４点の購入にかかる経費の支出について
199,731
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 平成２５年度大阪市中学校総合文化祭の賞状印刷経費の支出について
44,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　備品修繕料 平成２５年度子どもの安全指導員移動車両（南地区）の修理経費の支出について（６月分）
31,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　備品修繕料 平成２５年度子どもの安全指導員移動用車両（北地区）の修理経費の支出について（６月分）
37,695

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成２５年度もと幼児教育センター清掃業務委託の実施及び経費の支出について
29,505

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 特別支援学級児童生徒用階段昇降機の移設外の実施にかかる経費の支出について（鶴町小への移設）
288,141

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 需用費　消耗品費 大阪市中学校総合体育大会用物品に係る購入経費の支出について
4,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「体力向上モデル校講習会」の開催経費の支出について（７月１日～７月１０日）
178,860

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン等一式長期借入（平成22年度契約開始分）にかかる経費の支出について(7月分）
34,650

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型ＰＣ機器一式借入(長期継続契約）にかかる経費の支出について（７月分）
78,330

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン等一式長期借入（平成23年度契約開始分）にかかる経費の支出について（７月分）
93,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成２５年度在宅重度障がい児スクーリング用車両運行業務委託料（7月分）の支出について
388,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 使用料及賃借料　使用料 デザイン教育研究所コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について（７月分）
2,276,253

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 咲くやこの花高等学校　学校管理システム保守業務委託にかかる経費支出について(7月分）
42,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立扇町総合高等学校　学校管理システム保守業務（長期継続）にかかる経費支出について(7月分）
27,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 中央高等学校学校管理システム保守業務委託（長期継続契約）にかかる経費支出について(7月分）
157,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校ＣＡＬ室用情報機器一式借入にかかる経費の支出について(7月分）
1,911

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校プログラミング実習用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について(7月分）
621,369

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校情報教育用コンピュータ機器一式借入経費の支出について(7月分）
157,416

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 住吉商業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式借入にかかる経費の支出について（7月分）
183,498

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東商業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について（７月分）
708,750

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 扇町総合高等学校情報教育用コンピュータ機器一式借入にかかる経費の支出について（７月分）
177,660

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 桜宮高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について（７月分）
5,670

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 桜宮高等学校情報処理教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について(7月分）
641,550

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 淀商業高等学校福祉ボランティア科実習システム一式借入にかかる経費の支出について（7月分）
29,988

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ一式借入にかかる経費支出について(7月分）
1,389,570

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立扇町総合高等学校　学校管理システム並びに教育支援システム用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について（７月分）
355,950

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について（７月分）
773,850

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 市立高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について(7月分）
393,225

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 工芸高等学校デザイン教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について（７月分）
683,655

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高等学校実習用パーソナルコンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について（７月分）
1,016,085

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立東淀工業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について（７月分）
4,557

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校学校管理システム用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について（７月分）
291,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 西高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費支出について(7月分）
1,050,420

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一般事務用再生トナー外１点の購入にかかる経費の支出について
65,047

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 大阪市学校支援人材バンクシステム機器一式長期借入にかかる経費支出について（平成２５年７月分）
21,357

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　特別旅費 平成２５年度高校生海外研修事業（南高校）にかかる付添職員旅費の支出について
797,946

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 英語イノベーション事業　産業廃棄物の収集・運搬業務委託の実施にかかる経費の支出について
78,750

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市学校支援人材バンク活用事業報償金の支出について（７月分）
56,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「子どもの体力向上実技研修会（水泳指導）」にかかる経費支出について（８月２日）
85,070

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 第５０回近畿特別支援教育連絡協議会和歌山県大会への派遣にかかる出張旅費の支出について
2,540

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２５年度発達障がい教育指導者研究協議会への出席にかかる出張旅費の支出について
29,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一般事務用模造紙外１７点の購入にかかる経費の支出について
31,930

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一般事務用模造紙外１７点の購入にかかる経費の支出について
10,970

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度高校生海外研修事業（南高校）にかかる現地ガイド料等の支出について
8,624

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度中学校総合文化祭ブロック音楽祭に係る会場使用料の支出について（1ブロック）
53,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成２５年度高校生海外研修事業（南高校）にかかる現地ガイド料等の支出について
33,320

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 平成２５年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会への出席にかかる出張旅費の支出について
36,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 桜宮高校コア学科カリキュラム作成委員会（第１回コーチングマインド部会）の開催経費の支出について
7,100
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 桜宮高校コア学科カリキュラム作成委員会（第１回ソーシャルマインド部会）の開催経費の支出について
6,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 ジョブアドバイザーの市内出張交通費の支出について（２５年６月分）
24,820

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２５年度特別支援教育関係事業連絡協議会への出席にかかる出張旅費の支出について
28,820

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　特別旅費 平成２５年度高校生海外研修事業（咲くやこの花高校）にかかる付添職員旅費の支出について
575,320

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　特別旅費 平成２５年度高校生海外研修事業（西高校）にかかる付添職員旅費の支出について
463,560

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語イノベーション事業　図書「ええやん　そのままで」外１点にかかる購入経費の支出について
133,770

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 平成25年度子どもの安全指導員用携帯電話ＧＰＳ機能付帯にかかる経費支出について（７月分）
49,140

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 外国語指導助手（ＡＬＴ）他市異動にかかる物品運搬業務の経費支出について
84,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 英語イノベーション事業　一般廃棄物の収集・運搬業務委託の実施にかかる経費の支出について
57,750

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度中学校総合文化祭ブロック音楽祭に係る会場使用料の支出について(４ブロック)
56,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 需用費　消耗品費 大阪市中学校・高等学校総合体育大会用紙雷管の購入経費の支出について
7,980

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 平成25年度もと幼児教育センター遠隔監視回線代の経費支出について（７月分）
2,628

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 特別支援学校等在籍児童等支援業務委託料（７月分）の支出について
2,290,947

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成25年度児童虐待防止支援委員会ケース会議にかかる講師謝礼報償金の支出について（矢田西中学校）
21,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成25年度児童虐待防止支援事業ケースサポート（相談窓口）に係る報償金の支出について（7月分）
291,280

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語イノベーション事業　ｍｐｉ「ＤＶＤでフォニックス①」外１４点の購入経費の支出について
2,687,061

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成25年度スクールソーシャルワーカー活用事業にかかる報償金の経費支出について（7月分）
1,202,550

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　特別旅費 平成２５年度高校生海外研修事業（市立高校）にかかる付添職員旅費の支出について
557,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成２５年度高校生海外研修事業（咲くやこの花高校）にかかる現地借上バスにかかる経費支出について
30,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 平成２５年度幼稚園介助アルバイト（７月分）にかかる経費支出について
1,482,090

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 賃金　賃金 スーパーサイエンスハイスクール支援事業事務員賃金の支出について（７月分）
130,480

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解クラブ時間講師報酬にかかる支出について(７月分）
330,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　特別旅費 平成２５年度高校生海外研修事業（ＯＢＦ高校）にかかる付添職員旅費の支出について
514,680

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ事業用園芸用スコップ外２５点の購入にかかる経費の支出について
196,350

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　筆耕翻訳料 平成２５年度高校生海外研修事業（西高校）にかかる現地ガイド料等の支出について
12,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成２５年度高校生海外研修事業（西高校）にかかる現地ガイド料等の支出について
27,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 高等学校生徒支援事業介助補助員にかかる賃金の支出について（７月分）
456,050

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 高等学校生徒支援事業スクールカウンセラーにかかる賃金の支出について（７月分）
359,560

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立平野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（７月分）　　　東住吉特別支援学校（肢体不自由教育部門）分
1,370,250

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立光陽特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（７月分）
5,027,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立視覚特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（７月分）　　　（生野特別支援学校分）
1,122,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（７月分）　東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）
1,606,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立平野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（７月分）　　　平野特別支援学校分
3,654,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）通学バス運行にかかる経費の支出について（７月分）
954,450

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（７月分）　　　東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）
1,697,220

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（７月分）　　　生野特別支援学校分
3,570,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（７月分）
859,950

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（７月分）
3,444,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（７月分）
850,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立光陽特別支援学校児童・生徒通学用タクシー運行にかかる経費の支出について（７月分）
641,630

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立視覚特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（７月分）　　　視覚特別支援学校分
4,264,512

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（７月分）
992,250

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（７月分）
963,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（７月分）住之江特別支援学校分
2,692,034

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（７月分）１コース
975,555

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東住吉特別支援学校（肢体不自由教育部門）通学バス運行にかかる経費の支出について（７月分）
677,250

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解教育推進事業通訳指導者謝礼金（４～６月分）の支出について
1,015,305

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立西淀川特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（７月分）
6,238,000
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（７月分）
859,950

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度大阪市中学校水泳競技大会に係る会場使用料の支出について
926,150

教育委員会事務局 初等教育担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校図書館活性化事業にかかるボランティア講座講師謝礼金（７月後期分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 初等教育担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校図書館司書教諭講習用模造紙外１点の購入経費の支出について
4,835

教育委員会事務局 初等教育担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校図書館司書教諭講習にかかる報償金の支出について（７月２２～２５日分）
259,840

教育委員会事務局 初等教育担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 言語力の向上支援事業にかかる報償金の支出について（７月分）
27,040

教育委員会事務局 初等教育担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 理科支援員等配置事業指導員研修用リトマス試験紙外１点の購入経費の支出について
2,180

教育委員会事務局 初等教育担当 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科支援員等配置事業補助員報償金の再支出について（６月分）
41,968

教育委員会事務局 初等教育担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科支援員等配置事業にかかる支援員報償金の支出について（７月分）
1,577,700

教育委員会事務局 初等教育担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 放課後ステップアップ事業にかかる指導員報償金の支出について（７月分）
2,691,560

教育委員会事務局 中学校教育担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成25年度第1回大阪市学校元気アップ地域本部運営協議会の委員報酬にかかる経費支出について
25,120

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 市史編纂所事務事業用コピー料金（6月分）の支出について
2,218

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域図書館（北図書館外２２館）コピー代の支出について（４～６月分）
247,156

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 平成２５年度国立国会図書館長との懇談会と平成２５年度全国公共図書館協議会総会および研究集会にかかる出張命令について
36,010

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　船車修繕料 自動車文庫車２号車にかかる６カ月点検経費の支出について
57,309

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 一般維持管理用　福島複合施設昇降機保守点検業務委託経費の支出について（４～６月分）
28,700

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金4月分の支出について
227,106

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 福島図書館水道料金7月分の支出について
632

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 城東図書館水道料金7月分の支出について
1,906

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金4月分の支出について
65,967

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　福島複合施設昇降機保守点検業務委託経費の支出について（４～６月分）
15,056

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館エレベーター保守点検分担金6月分の支出について
21,483

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館機械警備分担金6月分の支出について
21,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　太枝切鋏外１点買入経費の支出について
36,200

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金５月分の支出について
142,563

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館電気料金5月分の支出について
132,649

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金５月分の支出について
81,487

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館ゴミ処理料分担金6月分の支出について
8,768

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 大正図書館塵芥処理料分担金6月分の支出について
2,699

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住之江図書館電気・水道料金５月分の支出について
152,287

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住之江図書館電気・水道料金５月分の支出について
28,133

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住之江図書館電気・水道料金６月分の支出について
191,414

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住之江図書館電気・水道料金６月分の支出について
24,837

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館電気料金6月分の支出について
347,356

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館電気料金6月分の支出について
224,981

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館水道料金6月分の支出について
30,086

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 城東図書館電気料金7月分の支出について
126,537

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 大正図書館塵芥処理委託料分担金７月分の支出について
2,699

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東淀川図書館水道料金７月分の支出について
19,690

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　天王寺図書館昇降機保守点検業務委託経費の支出について（４～６月分）
126,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（４月分）の支出について
101,260

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　鶴見図書館　電話機電池パック買入経費の支出について
11,812

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館水道料金７月分の支出について
58,745

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 福島図書館電気料金7月分の支出について
115,592

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　中央図書館　空調用自動制御設備保守点検業務委託の支出について（７月分）
515,298

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　東成複合施設昇降機保守点検業務委託経費の支出について（４～６月分）
84,155

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館機械警備費分担金の支出について（４月～６月分）
12,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東成図書館機械警備料分担金6月分の支出について
2,898
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金６月分の支出について
83,302

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館水道料金５月分の支出について
58,238

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金６月分の支出について
336,767

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金６月分の支出について
106,271

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館電気料金5月分の支出について
352,886

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東淀川図書館電気料金7月分の支出について
232,997

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館ガス料金５月分の支出について
32,024

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館水道料金6月分の支出について
58,402

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館機械警備料分担金の支出について（５月分）
21,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館ゴミ料金分担金４月分の支出について
8,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館空気環境測定料分担金の支出について（4月～5月分）
6,552

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館ゴミ料分担金の支出について（５月分）
5,250

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　直管蛍光灯外８点買入経費の支出について
130,725

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金7月分の支出について
105,381

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金7月分の支出について
21,343

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金6月分の支出について
72,528

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金6月分の支出について
17,973

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 大正図書館噴水設備・自動潅水メンテナンス分担金の支出について
49,990

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住吉図書館電気料金7月分の支出について
538,425

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 大正図書館害虫駆除及び植栽剪定委託料分担金の支出について（前期）
35,081

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 港図書館外２館清掃業務委託料７月分の支出について
2,570

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北図書館外３館清掃業務委託料７月分の支出について
4,943

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江図書館外１館清掃業務委託料７月分の支出について
658

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花図書館外１館清掃業務委託料７月分の支出について
8,338

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭図書館清掃業務委託料７月分の支出について
210,758

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江図書館外１館清掃業務委託料７月分の支出について
199,030

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花図書館外１館清掃業務委託料７月分の支出について
1,691

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 北図書館外３館清掃業務委託料７月分の支出について
286

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 生野図書館外２館清掃業務委託料７月分の支出について
17,286

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
20,837

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
18,855

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館電気料金６月分の支出について
129,140

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
10,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 北図書館外３館清掃業務委託料７月分の支出について
356,271

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 港図書館外２館清掃業務委託料７月分の支出について
138,130

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 住之江図書館外１館清掃業務委託料７月分の支出について
125,812

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 福島図書館外２館清掃業務委託料７月分の支出について
171,200

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 島之内図書館外２館清掃業務委託料７月分の支出について
412,500

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 生野図書館外２館清掃業務委託料７月分の支出について
211,514

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 城東図書館清掃業務委託料７月分の支出について
119,962

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 此花図書館外１館清掃業務委託料７月分の支出について
100,971

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　平野図書館　閲覧室ガスヒーポン空調機整備作業経費の支出について
17,829

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館清掃業務委託料７月分の支出について
1,578,150

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 旭図書館清掃業務委託料７月分の支出について
179,518

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,100

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東住吉図書館電気料金８月分の支出について
254,437

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東住吉図書館水道料金８月分の支出について
17,528

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館ガス料金７月分の支出について
155,306



平成25年度（平成25年08月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立西淀川図書館外４館窓口等業務委託経費の支出について（７月分）
6,145,408

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立平野図書館外４館窓口等業務委託経費の支出について（7月分）
7,341,250

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東淀川図書館外３館窓口等業務委託経費の支出について（７月分）
5,562,018

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立旭図書館外３館窓口等業務委託経費の支出について
6,352,500

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館窓口等業務委託経費の支出について（７月分）
12,311,250

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立阿倍野図書館外４館窓口等業務委託経費の支出について（７月分）
7,140,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館常駐警備業務委託経費の支出について（平成25年７月分）
586,730

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立図書館　逓送等業務委託経費の支出について（７月分）
2,785,230

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立天王寺図書館　機械警備業務委託経費の支出について（７月分）
11,025

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立淀川図書館　機械警備業務委託経費の支出について（７月分）
8,505

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 城東図書館仮施設における機械警備業務委託経費の支出について（７月分）
5,040

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　機械警備業務委託経費の支出について（７月分）
11,025

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（７月分）
30,625

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立平野図書館　機械警備業務委託経費の支出について（７月分）
7,875

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東住吉図書館　機械警備業務委託経費の支出について（７月分）
8,295

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 中央図書館　送受信兼用ファクシミリ装置賃貸借経費の支出について（７月分）
17,325

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館コピー代金（7月分）の支出について
31,427

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　スチール製グレーチング買入経費の支出について
63,840

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　プラスチックチェーン外３点買入経費の支出について
45,360

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 島之内図書館電気・水道料金7月分の支出について
130,338

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 島之内図書館電気・水道料金7月分の支出について
17,189

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館　産業廃棄物収集運搬処理業務委託経費の支出について（7月分）
58,212

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　会費 平成25年度近畿公共図書館協議会分担金の支出について
20,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 福島図書館水道料金８月分の支出について
718

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用資料複写申込書の購入経費の支出について
66,150

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用色上質紙の購入経費の支出について
302,106

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 平成２５年度大阪連続講座にかかる講師謝礼金の支出について
15,100

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用平成25年度流し込みゴム印の購入にかかる経費の支出について
23,982

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用タトルテープの購入経費の支出について
65,100

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用図書予約カード印刷経費の支出について
58,800

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書整理用切手の購入にかかる経費の支出について
57,400

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　会費 身体障がい者サービス事業用平成２５年度近畿視覚障害者情報サービス研究協議会会費の支出について
30,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 読書環境整備事業用「図書ボランティア講座1」にかかる講師謝礼金の支出について
55,800

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 地域館事業用行事にかかる講師謝礼金の支出について（７月追加分）
7,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 地域館事業用行事にかかる講師謝礼金の支出について（７月）
42,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 平成２５年度大阪連続講座にかかる講師謝礼金の支出について（7/27実施分）
48,860

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用ダブルレバーファイルの購入経費の支出について
202,072

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 サービス事業用後納郵便料の支出について（７月中央図書館）
48,250

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 地域館事業用後納郵便料の支出について（７月地域図書館）
98,550

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域図書館事業用利用者開放端末用感熱ロール紙の購入経費の支出について
434,700

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用書籍運搬箱の購入経費の支出について
307,125

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 平成25年度身体障がい者サービス事業用対面朗読サービス（７月）にかかる協力者謝礼金の支出について
268,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用ケント紙外１３点の購入経費の支出について
141,256

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
11,775

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用雑誌購入経費の支出について（６月分）
838,635

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館外3館閲覧用雑誌購入経費の支出について（６月分）
167,043

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（６月分）
250,116

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 旭図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（６月分）
213,587
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平野図書館外4館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（６月分）
255,896

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 旭図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（６月分）
1,316,608

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 平野図書館外4館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（６月分）
1,575,760

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館外3館閲覧用雑誌購入経費の支出について（６月分）
199,160

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（６月分）
255,966

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（６月分）
216,654

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 阿倍野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（６月分）
221,658

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 東淀川図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（６月分）
239,084

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 阿倍野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（６月分）
1,366,024

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 東淀川図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（６月分）
1,473,190

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入経費の支出について
18,790

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国雑誌購入経費の支出について（6月分）
71,153

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 西淀川図書館外5館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（6月分）
211,637

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 西淀川図書館外5館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（6月分）
1,303,580

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　会費 図書館情報ネットワークシステム事業用運用研修費の支出について(ＵＮＩＸ／Ｌｉｎｕｘ入門 　1名)
71,820

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外1館視聴覚サービス事業用録音資料購入並びに同所要経費の支出について
4,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（６月分の２）
561,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（６月分の２）
4,125,117

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住之江図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
11,775

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国新聞・雑誌購入経費の支出について（7月分）
96,470

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（７月分の１）
476,287

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 図書館資料装備業務経費の支出について（6月分）
1,001,304

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立図書館情報ネットワークシステムサーバ機等一式保守経費の支出について（７月分）
6,294,781

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立図書館情報ネットワークシステム事業用ファイアウォール機器及び音声応答装置長期借入経費の支出について（７月分）
299,103

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立図書館情報ネットワークシステム事業用端末機器（東成図書館用）の賃貸借経費の支出について（７月分）
16,800

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立図書館情報ネットワークシステム事業用サーバ等装置の賃貸借経費の支出について（７月分）
1,127,210

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（７月分の１）
3,501,137

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
11,775

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
11,775

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月分）
13,288

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～6月分）
11,775

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入経費の支出について
95,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館外18館閲覧用・読書環境整備事業用図書購入経費の支出について
7,980

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館外18館閲覧用・読書環境整備事業用図書購入経費の支出について
159,600

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外4館閲覧用外国雑誌購入経費の支出について（7月分）
44,738

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外２館閲覧用外国雑誌購入経費の支出について（7月分）
72,120

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外9館視聴覚サービス事業用録音資料購入並びに同所要経費の支出について（7月分）
140,888

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国雑誌購入経費の支出について（7月分）
111,931

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロバイダ料の支出について(7月分)
15,750

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(7月分)
2,296

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(7月分)
7,032

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「理科年表プレミアム」使用料の支出について(7月分)
8,310

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「毎索」使用料の支出について(7月分)
59,675

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ヨミダス歴史館」使用料の支出について(7月分)
69,620

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ポプラディアネット」使用料の支出について(7月分)
9,360

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「聞蔵Ⅱビジュアル」使用料の支出について(7月分)
105,840

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ＪＤｒｅａｍⅢ」使用料の支出について(7月分)
46,375

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ＪＲＳ経営情報サービス」使用料の支出について(7月分)
10,500
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「日経テレコン２１図書館パック」使用料の支出について(7月分)
100,800

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ＮＩＣＨＩＧＡＩ／ＷＥＢ　ＭＡＧＡＺＩＮＥＰＬＵＳ(マガジンプラス)」使用料の支出について(7月分)
20,475

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（5月～6月分）
26,576

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用ネットワーク回線使用料の支出について(7月分)
1,107,225

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「Ｎｅｘｉｓ」使用料の支出について(7月分)
41,580

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「Ｌｅｘｉｓ　ＡＳ　ＯＮＥ」使用料の支出について(7月分)
42,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外1館閲覧用法規類追録購入経費の支出について（7月分）
29,728

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロバイダ使用料の支出について(7月分)
6,058

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２５年６月分）の支出について
8,210

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 教師力トップアシスト事業モデル校（八幡屋小）校内研修会にかかる報償金の支出について
13,680

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２５年６月分）の支出について
9,400

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２５年６月分）の支出について
72,850

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２５年６月分）の支出について
105,800

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２５年６月分）の支出について
37,230

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２５年６月分）の支出について
7,340

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２５年６月分）の支出について
4,520

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「特別支援教育コーディネーター相談支援研修(２)」の開催にかかる経費の支出について
15,880

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「カウンセリング基礎講座（１）」実施にかかる講師謝礼等経費の支出について
44,500

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「キャリア教育研修会（１）」に係る講師謝礼等経費の支出について
11,340

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「キャリア教育研修会（１）」に係る講師謝礼等経費の支出について
11,340

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「校園長研修会（２）」実施にかかる講師謝礼等経費の支出について
13,920

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　筆耕翻訳料 「平成25年度　大阪府 中学校の評価に関する説明会」における手話通訳派遣業務にかかる経費の支出について
23,000

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「発達障がい専門講座（３）」の開催にかかる講師謝礼等経費の支出について
11,700

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 道徳教育総合支援事業にともなう中学校道徳副読本「道徳の学習１年」外副読本及び指導書１２点１２冊購入にかかる経費の支出について
10,068

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 発達障がい研修支援事業用ＤＶＤ購入にかかる経費の支出について
159,972

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　筆耕翻訳料 「平成25年度　学校マネジメント研修会【基礎編】（１）～（５）」の開催に伴う手話通訳派遣にかかる経費の支出について
13,200

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「幼児教育研修会（７）」の開催にともなう経費の支出について
11,780

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 道徳教育総合支援事業にともなう中学校道徳副読本「中学生の道徳１年」外副読本及び指導書６点６冊購入にかかる経費の支出について
8,745

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育資料事業用図書室用雑誌(７月分)買入にかかる経費の支出について
19,029

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 全国人権教育研究協議会実践交流会参加及び高知県人権教育研究協議会事務局主催のフィールドワークワーク参加に伴う資料代の支出について
4,000

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 道徳教育総合支援事業にともなう中学校道徳副読本「明日をひらく１年」外副読本及び指導書６点６冊購入にかかる経費の支出について
9,831

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 「平成25年度　新任教員研修会（４）」参加にともなう大阪人権博物館入館料にかかる経費の支出について
94,800

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 「平成25年度　新任教員研修会（４）」参加にともなう大阪人権博物館入館料にかかる経費の支出について
88,400

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「大阪市立高等学校教職員人権教育研修会（１）」の開催にかかる講師謝礼等経費の支出について
12,940

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「特別支援教育コーディネータースタンダード研修(４)」の開催にともなう講師謝礼等経費の支出について
16,760

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「カウンセリング基礎講座（２）」実施にかかる講師交通費の支出について
1,280

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「中学校理科研修会」の開催に係る講師謝礼等経費の支出について
22,580

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 「栄養教諭・学校栄養職員研修会（専門１）」開催にともなう実習食材の購入にかかる経費の支出について
35,000

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 「中学校家庭科研修会（２）」の開催にともなうプラスチックペレットほか実習用消耗品購入にかかる経費の支出について
8,000

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「研究指定園研修事業」にかかる講師謝礼等経費の支出について
17,860

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「研究指定園研究推進研修会」開催にかかる講師謝礼等経費の支出について
7,060

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 道徳教育総合支援事業として大和川中学校で行う研修会にかかる講師謝礼等の経費支出について
16,860

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 道徳教育総合支援事業にもとづく「道徳教育推進教師研修会（２）」開催にかかる講師謝礼等経費の支出について
46,760

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 道徳教育総合支援事業として大和川中学校で行う研修会にかかる講師謝礼等の経費支出について
16,860

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 道徳教育総合支援事業として大和川中学校で行う研修会にかかる講師謝礼等の経費支出について
16,860

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「平成25年度 学校園運営研修会（２）」実施にかかる講師交通費の支出について
900

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「帰国・来日等の子どもの教育研修会（１）」開催にかかる講師謝礼等経費の支出について
21,140

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「小学校国語科研修会」の開催にかかる講師謝礼等経費の支出について
14,660
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教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」推進会議に係る報償金の支出について
14,960

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」推進会議に係る報償金の支出について
14,660

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」推進会議に係る報償金の支出について
14,520

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」推進会議に係る報償金の支出について
13,400

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」推進会議に係る報償金の支出について
15,500

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」推進会議に係る報償金の支出について
14,660

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」モデル校校長研修会に係る報償金の支出について
14,200

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」推進会議に係る報償金の支出について
15,100

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」モデル校校内研修会（堀江小）に係る報償金の支出について
22,140

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」モデル校校内研修会（本田小）に係る報償金の支出について
22,000

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」モデル校校内研修会（本田小）に係る報償金の支出について
22,000

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」モデル校校内研修会（阿倍野小）に係る報償金の支出について
25,040

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」モデル校校内研修会（東都島小）に係る報償金の支出について
12,880

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」モデル校校内研修会（東都島小）に係る報償金の支出について
20,680

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」モデル校校内研修会（阿倍野小）に係る報償金の支出について
15,440

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」モデル校校内研修会（堀江小）に係る報償金の支出について
22,140

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」モデル校校内研修会（旭陽中）に係る報償金の支出について
29,640

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」モデル校校内研修会（昭和中）に係る報償金の支出について
18,860

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」モデル校校内研修会（旭陽中）に係る報償金の支出について
27,740

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」モデル校校内研修会（昭和中）に係る報償金の支出について
24,460

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用他市内出張交通費等の支出について（６月分）
9,550

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用他市内出張交通費等の支出について（６月分）
70,530

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用他市内出張交通費等の支出について（６月分）
39,490

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用他市内出張交通費等の支出について（６月分）
3,140

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用他市内出張交通費等の支出について（６月分）
41,040

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 道徳教育総合支援事業にともなう小学校道徳副読本「１年の道徳」外副読本及び指導書１２点１２冊購入にかかる経費の支出について
18,956

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 道徳教育総合支援事業にともなう小学校道徳副読本「きみがいちばんひかるとき小学校１年」外副読本及び指導書８４点９６冊購入にかかる経費の支出について
143,094

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 道徳教育総合支援事業にともなう中学校道徳副読本「きみがいちばんひかるとき中学校１年」外副読本及び指導書１８点２４冊購入にかかる経費の支出について
37,812

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 特別支援教育コーディネーター相談支援研修(3)の開催にともなう発達検査記録用紙等の購入にかかる経費の支出について
89,775

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究研修支援事業にかかる報償金の経費支出について（中教研）
14,140

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（北ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
16,500

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（東ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
17,560

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（東ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
21,700

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（九条南小学校）にかかる報償金の経費支出について
21,920

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「英語イノベーション事業」英語教育講座（表現向上講座）に係る報償金の支出について
14,520

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（西ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
9,140

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（西ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
19,260

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「英語イノベーション事業」英語教育講座（チャンツ指導）に係る報償金の支出について
12,690

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「英語イノベーション事業」研修会に係る報償金の支出について
32,400

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語イノベーション事業「小学校外国語活動スキルアップ講座」講師招聘に係る報償金の支出について
25,100

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語イノベーション事業「小学校外国語活動スキルアップ講座」講師招聘に係る報償金の支出について
12,300

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語イノベーション事業「小学校外国語活動スキルアップ講座」講師招聘に係る報償金の支出について
13,700

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「英語イノベーション事業」研修会に係る報償金の支出について
12,690

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語イノベーション事業「小学校外国語活動スキルアップ講座」講師招聘に係る報償金の支出について
11,340

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（西ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
9,140

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（西ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
10,940

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語イノベーション事業「小学校外国語活動スキルアップ講座」講師招聘に係る報償金の支出について
11,260

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「英語イノベーション事業」カリキュラム作成部会に係る報償金の支出について
17,300
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教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究研修支援事業にかかる報償金の経費支出について（幼稚園教育研究会）
15,060

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究研修支援事業にかかる報償金の経費支出について（幼稚園教育研究会）
13,840

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語イノベーション事業「小学校外国語活動スキルアップ講座」講師招聘に係る報償金の支出について
12,700

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語イノベーション事業「小学校外国語活動スキルアップ講座」講師招聘に係る報償金の支出について
13,360

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（東ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
20,340

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究研修支援事業にかかる報償金の経費支出について（特別支援学校教育研究会）
10,940

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語イノベーション事業「小学校外国語活動スキルアップ講座」講師招聘に係る報償金の支出について
12,240

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（東ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
17,140

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「英語イノベーション事業」英語教育講座（フォニックス講座）に係る報償金の支出について
12,960

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 教師力トップアシスト事業モデル校（井高野小）校内研修会にかかる報償金の支出について
10,280

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「小学校社会科研修会（２）」実施にかかる講師謝礼等経費の支出について
18,400

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 教師力トップアシスト事業モデル校（西船場小）校内研修会にかかる報償金の支出について
20,900

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 教師力トップアシスト事業モデル校（市岡小）校内研修会にかかる報償金の支出について
23,200

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「美術科新任教員研修会(1)」に係る講師謝礼等経費の支出について
23,100

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 教師力トップアシスト事業モデル校（海老江東小）校内研修会にかかる報償金の支出について
15,320

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 教師力トップアシスト事業モデル校（舎利寺小）校内研修会にかかる報償金の支出について
13,240

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 教師力トップアシスト事業モデル校（高津小）校内研修会にかかる報償金の支出について
9,260

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「教職員人権教育研修・実践講座 基礎編（１）」実施にかかる講師謝礼等経費の支出について
25,620

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研修事業用コピー代金(７月分)の支出について
32,742

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研究事業用コピー代金（７月分）の支出について
2,169

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター内空気清浄機保守点検業務委託にかかる経費支出について（平成２５年度６～７月分）
16,800

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ活用事業」モデル校校内研修会（阿倍野小）に係る報償金の支出について
14,040

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（友渕小学校)にかかる経費支出について（７月分）
78,750

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援（個人・グループ研究）」実施選定・検討会議にかかる意見交換に係る報償金の支出について
10,400

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援（個人・グループ研究）」実施選定・検討会議にかかる意見交換・検討会議に係る報償金の支出について
12,400

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援（個人・グループ研究）」実施選定・検討会議にかかる意見交換に係る報償金の支出について
12,400

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教職員地域研修（南ブロック）実施にかかる実習材料の経費支出について
8,789

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「発達障がい専門講座（４）」の開催にかかる講師謝礼等経費の支出について
11,360

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「学校マネジメント研修会【発展編】（３）」実施にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,420

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 道徳教育総合支援事業にともなう小学校道徳副読本「ゆたかな心１年」外副読本及び指導書１２点１２冊購入にかかる経費の支出について
18,300

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　備品修繕料 教育センター３Ｆ印刷機（ＭＺ７７０）の修理にかかる経費の支出について
20,055

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市教育センター清掃業務委託（長期継続）の経費支出について（平成２５年７月分）
317,919

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教職員地域研修推進事業用外　トナーカートリッジ（複合機）外７点の買入にかかる経費支出について
27,720

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教職員地域研修推進事業用外　トナーカートリッジ（複合機）外７点の買入にかかる経費支出について
87,255

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「学校マネジメント研修会【基礎編】（３）」の開催にかかる講師謝礼等経費の支出について
16,980

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 負担金、補助及交付金　会費 「第95回全国算数・数学教育研究（山梨）大会」への参加にかかる会費の支出について
5,700

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 教職員地域研修（東ブロック）実施にかかる使用料の経費支出について
6,000

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 ｢小学校図画工作科研修会｣開催にともなう粘土等実習用消耗品購入にかかる経費の支出について
17,466

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教師養成講座関係書類保管用キャビネット購入にかかる経費の支出について
16,107

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究研修支援事業にかかる報償金の経費支出について（特別支援学校教育研究会）
13,780

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究研修支援事業にかかる報償金の経費支出について（特別支援学校教育研究会）
14,800

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「英語イノベーション事業」カリキュラム作成部会に係る報償金の支出について
22,500

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（諏訪小学校）にかかる報償金の経費支出について
11,220

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（日吉小学校）にかかる報償金の経費支出について
19,500

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究支援事業校内研修会（諏訪小学校）にかかる報償金の経費支出について
15,120

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 「小学校家庭科研修会」の開催に伴う調理実習用食材費用及び被服実習用布等購入にかかる経費の支出について
26,500

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 情報教育推進事業用インターネット・ハウジング回線使用料の経費支出について（７月分）
177,450

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育センター研修申し込みサーバ機器一式　長期借入にかかる経費支出について（７月分）
34,062
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教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター　教育用コンテンツサーバ機器一式長期借入にかかる経費支出について（７月分）
129,360

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育情報提供システムコンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費支出について（７月分）
211,155

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター　教職員研修用パソコン実習室機器一式長期借入にかかる経費支出について（７月分）
169,470

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教育用ソフトコンテンツウェア買入にかかる経費支出について
9,500,000

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（高速同軸通信方式）（東・西・南）保守点検業務委託にかかる経費支出について（７月分）
544,152

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内ＬＡＮ用教育用コンピュータ機器（西・北）保守点検業務委託にかかる経費支出について（７月分）
1,121,526

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小・中学校校内ＬＡＮ（無線)及び教育用コンピュータ機器一式借入再リース物件の保守業務委託にかかる経費支出について（７月分）
59,564

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（電力線通信方式－南）保守点検業務委託にかかる経費支出について（７月分）
141,120

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業実証研究総合委託にかかる経費支出について（長期継続）（７月分）
7,577,989

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小・中学校校内ＬＡＮ（ＰＬＣ)及び教育用コンピュータ機器一式借入再リース物件の保守業務委託にかかる経費支出について（７月分）
95,454

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校校内ＬＡＮ（無線)及び教育用コンピュータ機器一式借入再リースにかかる経費支出について（７月分）
18,710

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（北ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
2,049,600

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－東ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
1,918,350

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
2,305,695

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－西ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
1,852,200

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北・東ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
2,202,480

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－西ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
831,291

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
813,557

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南・西ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
2,202,480

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入にかかる経費支出について（７月分）
522,553

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校校内ＬＡＮ（ＰＬＣ)及び教育用コンピュータ機器一式借入再リースにかかる経費支出について（７月分）
10,905

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－北ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
718,187

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－北ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
1,457,726

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－南ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
1,731,366

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（東ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
2,402,400

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－東ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
1,763,874

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（南ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
2,128,335

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
2,333,772

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－西ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
1,929,123

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（西ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
2,415,200

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－南ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
704,655

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小・中学校校内ＬＡＮ（無線)及び教育用コンピュータ機器一式借入再リース物件の保守業務委託にかかる経費支出について（７月分）
14,891

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業実証研究総合委託にかかる経費支出について（長期継続）（７月分）
4,374,497

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（電力線通信方式－南）保守点検業務委託にかかる経費支出について（７月分）
262,080

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小・中学校校内ＬＡＮ（ＰＬＣ)及び教育用コンピュータ機器一式借入再リース物件の保守業務委託にかかる経費支出について（７月分）
47,727

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（高速同軸通信方式）（東・西・南）保守点検業務委託にかかる経費支出について（７月分）
86,268

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内ＬＡＮ用教育用コンピュータ機器（西・北）保守点検業務委託にかかる経費支出について（７月分）
444,360

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－東ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
1,731,366

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校校内ＬＡＮ（無線)及び教育用コンピュータ機器一式借入再リースにかかる経費支出について（７月分）
4,677

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－西ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
1,683,984

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育推進事業用　大阪市立我孫子南中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費支出について（７月分）
131,040

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
929,044

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－南ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
1,021,860

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－南ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
1,716,624

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
93,618

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入にかかる経費支出について（７月分）
229,500

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－北ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
1,517,578

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（東ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
919,600
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教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－北ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
1,029,420

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（西ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
1,493,770

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（南ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
1,782,600

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（北ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
1,206,430

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北・東ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
78,960

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－西ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
934,920

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校校内ＬＡＮ（ＰＬＣ)及び教育用コンピュータ機器一式借入再リースにかかる経費支出について（７月分）
5,452

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内ＬＡＮ用教育用コンピュータ機器（西・北）保守点検業務委託にかかる経費支出について（７月分）
73,899

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（電力線通信方式－南）保守点検業務委託にかかる経費支出について（７月分）
30,240

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
113,904

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－東ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
197,400

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式長期借入にかかる経費支出について（７月分）
4,893,819

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入にかかる経費支出について（７月分）
33,543

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（高速同軸通信方式）（東・西・南）保守点検業務委託にかかる経費支出について（７月分）
3,318

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内ＬＡＮ用教育用コンピュータ機器（西・北）保守点検業務委託にかかる経費支出について（７月分）
31,395

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（電力線通信方式－南）保守点検業務委託にかかる経費支出について（７月分）
20,160

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－南ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
104,160

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（西ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
51,000

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（東ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
196,550

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度「情報教育の推進」事業用　大阪市立東住吉特別支援学校教育用コンピュータ機器用シフトウェア借入にかかる経費支出について（７月分）
107,331

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（北ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
50,000

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式　長期借入にかかる経費支出について（７月分）
17,654

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－北ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
51,019

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２１－東ブロック)にかかる経費支出について（７月分）
66,129

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　大阪市立弘済中学校分校　コンピュータ教室新設に伴う校内ＬＡＮ構築業務委託にかかる経費支出について
561,750

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「発達障がい専門講座（６）」の開催にかかる講師謝礼等経費の支出について
14,660

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「教職員人権教育研修・実践講座　基礎編（３）」の実施にかかる講師謝礼等経費の支出について
16,200

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「発達障がい専門講座（５）」の開催に伴う講師謝礼等経費の支出について
14,660

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「教職員人権教育研修・課題別研修会（１）」実施にかかる講師謝礼等経費の支出について
8,420

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２５年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（中・外国語）への出席にかかる経費支出について
28,720

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２５年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（中・社会）への出席にかかる経費支出について
28,290

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２５年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（小・社会）への出席にかかる経費支出について
28,260

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２５年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（総合的学習の時間）への出席にかかる経費支出について
28,260

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２５年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（小・算数）への出席にかかる経費支出について
28,720

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２５年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（小、中・音楽）への出席にかかる経費支出について
37,310

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２５年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（小・国語）への出席にかかる経費支出について
28,770

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２５年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（小・理科）への出席にかかる経費支出について
28,560

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２５年度高等学校各教科等担当指導主事等連絡協議会［各学科に共通する教科等（美術・工芸部会）］への出席にかかる経費支出について
28,290

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２５年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（小・中　家庭科）への出席にかかる経費支出について
37,110

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２５年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（中・数学）への出席について
28,290

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２５年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（中・理科）への出席にかかる経費支出について
28,290

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２５年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（中・技術）への出席にかかる経費支出について
28,250

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２５年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（小・外国語）への出席にかかる経費支出について
28,260

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２５年度高等学校各教科等担当指導主事等連絡協議会［各学科に共通する教科等（情報部会）］への出席にかかる経費支出について
28,100

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２５年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（小・道徳）への出席にかかる経費支出について
36,800

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２５年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（小・図画工作）への出席にかかる経費支出について
28,230

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２５年度高等学校各教科等担当指導主事等連絡協議会［各学科に共通する教科等（家庭部会）］への出席にかかる経費支出について
28,100

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２５年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（小・中総則、中・国語）への出席にかかる経費支出について
37,150
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教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２５年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（小・体育）への出席にかかる経費支出について
28,230

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費
「小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（中・体育）」及びに「学校体育、運動部活動におけるスポーツ事故防止全国会議」への出席にかかる経費支出につ
いて 37,110

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　特別旅費 平成２５年度人権教育指導者養成研修参加にかかる経費支出について
41,080

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　特別旅費 「平成２５年度国語力向上指導者養成研修（西ブロック）」への参加にかかる経費支出について
46,140

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 管理事務用コピー代金（７月分）の支出について
3,971

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　筆耕翻訳料 「平成25年度　学校マネジメント研修会【基礎編】（３）」の開催に伴う手話通訳派遣当日キャンセルにかかる経費の支出について
25,800

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　筆耕翻訳料 教育用デジタルコンテンツ「学習探検ナビ」④における手話通訳派遣前日キャンセルにかかる経費の支出について
4,800

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　筆耕翻訳料 「平成２５年度大阪府中学校の評価に関する説明会」における手話通訳派遣業務にかかる経費の再支出について（口座番号誤りによる組戻し分）
23,000

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（南ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
6,500

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（南ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
11,300

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内ＬＡＮ用教育用コンピュータ機器（東・南）保守点検業務委託にかかる経費支出について（７月分）
939,330

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内ＬＡＮ用教育用コンピュータ機器（東・南）保守点検業務委託にかかる経費支出について（７月分）
370,818

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内ＬＡＮ用教育用コンピュータ機器（東・南）保守点検業務委託にかかる経費支出について（７月分）
108,486

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内ＬＡＮ用教育用コンピュータ機器（東・南）保守点検業務委託にかかる経費支出について（７月分）
43,470

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「教職員人権教育研修・実践講座　基礎編（３）」の実施にかかる講師謝礼等経費の支出について
16,240

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「中学校美術科研修会」に係る講師謝礼等経費の支出について
13,240

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センター屋外掲揚専用国旗(日の丸)の購入にかかる経費の支出について
7,098

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 「中学校技術科研修会」開催にともなうパイン集成材等実習材料の購入にかかる支出について
16,490

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（西ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
7,760

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（東ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
11,540

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（西ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
7,520

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（西ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
7,520

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（西ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
7,520

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（南ブロック）実施にかかる報償金の経費支出について
13,760

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 教職員地域研修（３区合同）人権教育講演会実施にかかる使用料の経費支出について
19,650

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「教職員人権教育研修・実践講座 発展編（１）」開催にかかる講師謝礼等経費の支出について
29,460

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「２年次教頭研修会」の実施にかかる講師謝礼等経費の支出について
27,120

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 負担金、補助及交付金　会費 平成２５年度全国特別支援教育センター協議会にかかる年会費の支出について
4,500

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「特別支援教育コーディネータースキルアップ研修(２)」の開催にかかる講師謝礼等経費の支出について
12,860

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「園長・設置者研修会」の開催にかかる講師謝礼等経費の支出について
13,100

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「特別支援教育実践講座(１)」の開催にかかる講師謝礼等経費の支出について
13,140

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「中学校社会科研修会」の開催にかかる講師謝礼等経費の支出について
16,440

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（電力線通信方式－東・西・北）（高速同軸通信方式－北）保守点検業務委託にかかる経費支出について（７月分）
351,015

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（電力線通信方式－東・西・北）（高速同軸通信方式－北）保守点検業務委託にかかる経費支出について（７月分）
282,513

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（電力線通信方式－東・西・北）（高速同軸通信方式－北）保守点検業務委託にかかる経費支出について（７月分）
62,622

教育委員会事務局 管理担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 「情報教育の推進」事業用　校内情報通信網（電力線通信方式－東・西・北）（高速同軸通信方式－北）保守点検業務委託にかかる経費支出について（７月分）
26,838

教育委員会事務局 事務管理担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度奨学金等制度説明会にかかる会場使用料の支出について（８月５日開催分）
1,800

教育委員会事務局 事務管理担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度奨学金等制度説明会にかかる会場使用料の支出について（８月６日開催分）
19,750

教育委員会事務局 事務管理担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度奨学金等制度説明会にかかる会場使用料の支出について（８月９日開催分）
4,550

教育委員会事務局 事務管理担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度奨学金等制度説明会にかかる会場使用料の支出について（８月７日開催分）
2,750

教育委員会事務局 事務管理担当 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度奨学金等制度説明会にかかる会場使用料の支出について（８月８日開催分）
14,900

教育委員会事務局 事務管理担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度奨学金等制度説明会にかかる会場使用料の支出について（８月１日開催分）
20,450

教育委員会事務局 事務管理担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 奨学費・特別支援教育就学奨励費管理システム用サーバ装置等　長期借入について（平成25年7月分）
48,300

教育委員会事務局 事務管理担当 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
840

教育委員会事務局 事務管理担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 学校事務職員研修用講師謝礼金の支出について（平成２５年７月２５日実施分）
12,740

教育委員会事務局 事務管理担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 学校事務職員研修用講師謝礼金の支出について（平成２５年８月２日実施分）
11,140

教育委員会事務局 事務管理担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 学校事務職員研修用講師謝礼金の支出について（平成２５年７月２４日実施分）
15,840

教育委員会事務局 事務管理担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学援助用郵便料金等の経費支出について（７月分）
5,800
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教育委員会事務局 事務管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 学校経営管理センター用電気使用料の支出について（７月分）
1,272,922

教育委員会事務局 事務管理担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 事務管理用学校経営管理センター事務所の賃借及び同経費の支出について（８月分）
5,309,731

教育委員会事務局 事務管理担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 学校事務職員研修用講師謝礼金の支出について（平成２５年８月９日実施分）
11,120

教育委員会事務局 事務管理担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 環境整備用清掃の委託及び同経費の支出について（７月分）
56,700

教育委員会事務局 事務管理担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター用ファクシミリ装置の借入及び同経費の支出について（７月分）
22,050

教育委員会事務局 事務管理担当 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 奨学金等制度説明会にかかる手話通訳者の配置経費の支出について（８月７日実施）
9,600

教育委員会事務局 事務管理担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務管理用複写機に係るコピー代金の支出について（７月分）
9,807

教育委員会事務局 事務管理担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務管理用複写機に係るコピー代金の支出について（７月分）
36,600

教育委員会事務局 事務管理担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 奨学費用郵便料等の経費支出について（７月分）
7,830

教育委員会事務局 事務管理担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用郵便料金等の経費支出について（７月分）
18,500

教育委員会事務局 学務担当 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物管理票発行にかかる電子マニフェスト使用料の支出について（４月～６月分）
21,819

教育委員会事務局 学務担当 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物管理票発行にかかる電子マニフェスト使用料の支出について（４月～６月分）
9,156

教育委員会事務局 学務担当 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物管理票発行にかかる電子マニフェスト使用料の支出について（４月～６月分）
1,281

教育委員会事務局 学務担当 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物管理票発行にかかる電子マニフェスト使用料の支出について（４月～６月分）
777

教育委員会事務局 学務担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２５年度近畿夜間中学校連絡協議会会費の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 住之江区、住吉区の大阪市立学校（４６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（単価契約）４～６月分
1,376,579

教育委員会事務局 学務担当 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 住之江区、住吉区の大阪市立学校（４６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（単価契約）４～６月分
712,024

教育委員会事務局 学務担当 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 住之江区、住吉区の大阪市立学校（４６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（単価契約）４～６月分
47,468

教育委員会事務局 学務担当 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 住之江区、住吉区の大阪市立学校（４６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（単価契約）４～６月分
47,468

教育委員会事務局 学務担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校徴収金収納代行業務委託にかかる支出について（７月分）
20,160

教育委員会事務局 学務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２５年度上下水道使用料の支出について（７月分）
243,632,838

教育委員会事務局 学務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２５年度上下水道使用料の支出について（７月分）
134,168,185

教育委員会事務局 学務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２５年度上下水道使用料の支出について（７月分）
63,856,295

教育委員会事務局 学務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２５年度上下水道使用料の支出について（７月分）
34,103,726

教育委員会事務局 学務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２５年度上下水道使用料の支出について（７月分）
5,428,779

教育委員会事務局 学務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２５年度上下水道使用料の支出について（７月分）
10,049,403

教育委員会事務局 学務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２５年度上下水道使用料の支出について（７月分）
4,515,872

教育委員会事務局 学務担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２５年度上下水道使用料の支出について（７月分）
8,200,268

教育委員会事務局 学務担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 学校徴収金システム等に係る口座振替用フロッピーディスク他の配送業務委託の支出について（７月分）
17,430

教育委員会事務局 学務担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校徴収金システム等に係る口座振替用フロッピーディスク他の配送業務委託の支出について（７月分）
26,145

教育委員会事務局 学務担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学務担当（未収金対策グループ）用郵便料金等の経費支出について（７月分）
30,240

教育委員会事務局 学務担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 日章旗購入の支出について
553,506

教育委員会事務局 学務担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 日章旗購入の支出について
248,497

教育委員会事務局 学務担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 日章旗購入の支出について
343,715

教育委員会事務局 学務担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 日章旗購入の支出について
43,646

教育委員会事務局 学務担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 日章旗購入の支出について
13,639

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 職員手当等　児童手当 教職員児童手当の支出について（８月支給分）
30,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 市費負担教職員の失業者の退職手当の支給について（７月分）
991,908

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 市費教職員の退職手当の支出について
24,150,097

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　給料 平成２５年８月　給与の支出について
16,692,315

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　教員給 平成２５年８月　給与の支出について
99,231,349

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２５年８月　給与の支出について
1,246,545

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２５年８月　給与の支出について
13,696,705

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２５年８月　給与の支出について
3,311,035

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２５年８月　給与の支出について
9,334

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２５年８月　給与の支出について
148,318

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２５年８月　給与の支出について
2,862,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２５年８月　給与の支出について
775,346
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 災害補償費　災害補償費 公務災害による休業補償費（７月分）の支出について
27,940

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月　報酬の支出について
9,199,840

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月　報酬の支出について
301,980

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月　報酬の支出について
21,418,878

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月　報酬の支出について
726,536

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 給料　給料 平成２５年８月　給与の支出について
346,438,764

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 給料　教員給 平成２５年８月　給与の支出について
28,169,562

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２５年８月　給与の支出について
13,549,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２５年８月　給与の支出について
59,642,271

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２５年８月　給与の支出について
239,700

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２５年８月　給与の支出について
94,147

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２５年８月　給与の支出について
2,412,115

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２５年８月　給与の支出について
77,700

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２５年８月　給与の支出について
7,533,260

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２５年８月　給与の支出について
383,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２５年８月　給与の支出について
40,621

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２５年８月　給与の支出について
47,022

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月　報酬の支出について
1,321,637

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 平成２５年８月　アルバイト賃金の支出について
4,743,780

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 教育活動支援員及び特別支援教育補助員にかかる賃金の支出について（７月分）
16,035,540

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 給料　給料 平成２５年８月　給与の支出について
88,504,688

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 給料　教員給 平成２５年８月　給与の支出について
36,067,018

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２５年８月　給与の支出について
4,609,535

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２５年８月　給与の支出について
18,364,665

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２５年８月　給与の支出について
251,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２５年８月　給与の支出について
42,370

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２５年８月　給与の支出について
1,853,592

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２５年８月　給与の支出について
765,620

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２５年８月　給与の支出について
1,881,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２５年８月　給与の支出について
2,937,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２５年８月　給与の支出について
490,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２５年８月　給与の支出について
38,096

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月　報酬の支出について
190,880

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 平成２５年８月　アルバイト賃金の支出について
4,006,852

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 教育活動支援員及び特別支援教育補助員にかかる賃金の支出について（７月分）
5,054,820

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 給料　給料 平成２５年８月　給与の支出について
50,852,878

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 給料　教員給 平成２５年８月　給与の支出について
458,620,885

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２５年８月　給与の支出について
15,431,040

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２５年８月　給与の支出について
59,405,133

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２５年８月　給与の支出について
3,137,415

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２５年８月　給与の支出について
1,509,334

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２５年８月　給与の支出について
518,167

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　産業教育手当 平成２５年８月　給与の支出について
5,590,941

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　定時制教育手当 平成２５年８月　給与の支出について
4,200,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２５年８月　給与の支出について
7,059,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２５年８月　給与の支出について
6,822,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２５年８月　給与の支出について
7,336,096

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２５年８月　給与の支出について
13,757
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２５年８月　給与の支出について
133,166

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月　報酬の支出について
17,745,370

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 平成２５年８月　アルバイト賃金の支出について
1,200,650

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 給料　給料 平成２５年８月　給与の支出について
18,016,852

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 給料　教員給 平成２５年８月　給与の支出について
19,371,901

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２５年８月　給与の支出について
963,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２５年８月　給与の支出について
4,998,460

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２５年８月　給与の支出について
57,910

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２５年８月　給与の支出について
189,703

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２５年８月　給与の支出について
25,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２５年８月　給与の支出について
873,700

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２５年８月　給与の支出について
282,626

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 災害補償費　災害補償費 公務災害による休業補償費（７月分）の支出について
36,062

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月　報酬の支出について
288,040

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 賃金　賃金 平成２５年８月　アルバイト賃金の支出について
958,280

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム運用保守業務委託の実施に係る経費の支出について（7月分）
26,806

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）に係る経費の支出について（7月分）
176,876

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）に係る経費の支出について（7月分）
509,615

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校務支援システム用情報接続網利用にかかる通信回線料の支出について（7月分）
89,250

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワーク業務システム（旧学校財務会計システム）用サーバ装置等長期借入に係る経費の支出について（7月分）
1,725,780

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用サーバ装置等（増強分）借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（7月分）
161,448

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム運用保守業務委託の実施に係る経費の支出について（7月分）
739,988

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成２５年度校園ネットワーク業務システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（７月分）
31,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター財務会計用校園端末装置等長期借入に係る経費の支出について（7月分）
32,886

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム運用保守業務委託の実施に係る経費の支出について（7月分）
1,144,517

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市教育委員会校務支援サービス業務委託に係る経費の支出について（7月分）
70,041,413

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）に係る経費の支出について（7月分）
1,403,017

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等借入（長期継続）に係る経費の支出について（7月分）
334,635

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム運用保守業務委託の実施に係る経費の支出について（7月分）
1,627,889

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員人事給与事務に係るデータ入力業務委託の経費支出について（7月分）
17,352

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センターネットワーク統合用集約ファイアウォールサーバ装置等借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（7月分）
46,830

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用東住吉特別支援学校端末装置等借入（長期継続）に係る経費の支出について（7月分）
1,932

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（7月分）
174,132

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター業務用インターネットサーバ装置等長期借入に係る経費の支出について（7月分）
145,404

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用サーバ装置等（増強分）借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（7月分）
475,881

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（7月分）
587,748

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター財務会計用校園端末装置等長期借入に係る経費の支出について（7月分）
984,102

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用東住吉特別支援学校端末装置等借入（長期継続）に係る経費の支出について（7月分）
13,692

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務システム（旧学校財務会計システム）用サーバ装置等長期借入に係る経費の支出について（7月分）
6,466,614

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等借入（長期継続）に係る経費の支出について（7月分）
872,865

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）に係る経費の支出について（7月分）
4,042,366

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター業務用インターネットサーバ装置等長期借入に係る経費の支出について（7月分）
232,050

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センターネットワーク統合用集約ファイアウォールサーバ装置等借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（7月分）
150,927

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ３）7月分
198,107

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ４）7月分
472,433

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ１）7月分
189,666

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ５）7月分
183,451

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ２）7月分
538,408
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ３）7月分
2,780,502

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ２）7月分
1,994,545

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ４）7月分
2,375,206

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ１）7月分
2,194,074

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ５）7月分
2,614,953

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ５）7月分
118,424

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ２）7月分
308,574

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ３）7月分
104,608

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ４）7月分
299,842

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ１）7月分
113,259

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ４）7月分
1,507,484

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ２）7月分
1,143,118

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ１）7月分
1,310,196

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ３）7月分
1,468,218

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ５）7月分
1,688,052

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ６）７月分
162,453

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ６）７月分
1,507,207

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ６）７月分
158,847

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）に係る経費の支出について（グループ６）７月分
1,473,743

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 府費給与等口座振替支払い用データ伝送に係る「パソコンサービス」利用料金の支出について（７月分）
10,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 広域災害に備えた給与支給情報のデータ管理用磁気ファイルの保管および集配業務の経費支出について（７月分）
2,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（８月分）の支出について
18,312,531

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（７月分）
223,020

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 接続回線料に係る経費の支出について（7月分）
485,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用グループセキュリティ使用料の支出について（７月分）
514

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教職員情報システム用専用回線使用料に係る経費の支出について（７月分）
54,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校務支援システム用ハウジングサービスの経費支出について（7月分）
53,550

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用グループセキュリティ使用料の支出について（７月分）
1,470

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システム機器一式長期借入に係る経費の支出について（二期調達）7月分
74,970

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システム機器一式長期借入に係る経費の支出について（一期調達）7月分
379,155

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 接続回線料に係る経費の支出について（7月分）
716,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（８月分）の支出について
68,958,842

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（７月分）
1,141,560

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（８月分）の支出について
18,205,141

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（７月分）
495,180

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（８月分）の支出について
91,816,370

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（７月分）
75,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（８月分）の支出について
6,072,673

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（７月分）
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
8,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カラーコーン　外（集約物品）購入の支出について
4,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
2,522,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 掃除機（紙パック式）　外（集約物品）購入の支出について
72,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　食糧費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　印刷製本費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
7,843

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
74,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
15,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 負担金、補助及交付金　会費 全国国公立幼稚園教育研究協議会参加費（８／２）の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 全日本音楽教育研究会全国大会資料代（８／２）の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外購入の支出について
93,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外購入の支出について
66,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 理科教育研修会案内発送に伴う郵便切手購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 全国国公立幼稚園教育研究協議会滋賀大会参加費の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 電話使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝統野菜「吹田くわい」の話　講師謝礼の支出について
10,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
314,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーコーン　外（集約物品）購入の支出について
110,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム管他購入の支出について
101,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表外印刷の支出について
45,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺菌消毒剤外購入の支出について
10,231

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蚊取りマット詰め替えボトル外購入の支出について
55,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タンクストレーナー購入の支出について
6,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 照明器具購入の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外購入にかかる経費の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外購入の支出について
17,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面カラー工作用方眼紙外　購入の支出について
63,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＢＣドミノ　他購入の支出について
89,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土他２点の購入の支出について
14,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙外購入の支出について
187,685

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マス目模造紙　外　購入の支出について
69,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機（紙パック式）　外（集約物品）購入の支出について
477,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 中心温度計外　購入の支出について
31,733

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクフィルム　外購入の支出について
16,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液外購入の支出について
17,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 営繕作業用塗料　外購入の支出について
78,813

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外　購入の支出について
87,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
14,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料外　購入の支出について
26,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーランク購入の支出について
120,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機　外購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
15,947,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
70,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤　外の支出について
65,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス　ヒーポン　ＬＥＶモーター　購入の支出について
4,609

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　購入の支出について
72,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボンゴ　外４点　購入の支出について
59,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
420,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホテルパン外購入の支出について
114,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ他購入の支出について
108,083
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の苗外　購入の支出について
27,951

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンクリートブロック他　購入の支出について
36,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校給食執務ハンドブック追録　購入の支出について
3,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「さんすう　しんだんのまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外購入の支出について
57,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 斜面台他購入の支出について
52,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス外購入の支出について
41,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルウォッチ他　購入の支出について
37,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表外印刷の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙外購入の支出について
55,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤソフト購入の支出について
5,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コート掛け購入の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フェイスタオル外購入の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活体験学習用生花購入の支出について
8,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
117,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
17,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
41,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 １学期　学校新聞印刷の支出について
30,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期分）印刷の支出について
30,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（第７７号）印刷の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
46,683

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞　夏号　印刷の支出について
49,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期分）　印刷の支出について
40,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 通知表外印刷の支出について
42,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
44,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
52,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
33,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 通知表外印刷の支出について
47,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
30,723

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
40,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期分）印刷の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（前期）印刷にかかる経費の支出について
38,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期分）の印刷の支出について
47,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期末）印刷の支出について
45,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
43,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
38,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
50,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
29,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞６００部印刷の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 機械室扉ガラス入替修理の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２階パソコン室前廊下窓ガラス入替工事の支出について
10,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 天井補修工事の支出について
69,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールピットろ過配管欠損漏水修理の支出について
49,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
45,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール目地コーキング撤去補修　工事の支出について
173,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 多目的室雨漏り補修工事の支出について
48,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス入れ替え補修の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 電話回線不良による補修工事の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修の支出について
2,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 理科室窓ガラス取替補修工事の支出について
1,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎ガラス入替の支出について
2,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 学習室の引戸の修理および図工室の引戸の建付修理の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内破損ガラス緊急補修の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置補修工事の支出について
160,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 球根皮剥機　修理の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 業務用冷凍冷蔵庫修理の支出について
14,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシンの修理の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
87,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 コンセント取替修理の支出について
9,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 軽量シャッター修理工事の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
285,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,701,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,629,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
3,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
955,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 カラス巣撤去作業業務委託の支出について
126,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
453,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見にかかる高速道路通行料（８／２）の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機（紙パック式）　外（集約物品）購入の支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
552,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
98,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 移動式足場　購入の支出について
149,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
105,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークリーナー購入の支出について
54,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
34,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 洗濯機　外購入の支出について
109,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「メガネをかけたら」外購入の支出について
16,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「メガネをかけたら」他購入の支出について
59,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ＷＯＮＤＡ　Ａセット」外　購入の支出について
268,537

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
13,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ハナさんのおきゃくさま」外購入の支出について
294,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,165,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
7,735,231

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック購入の支出について
14,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「新しい国語３」の購入の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄粉　外　購入の支出について
51,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外　購入の支出について
58,327

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フラッシュカード（白紙）購入の支出について
16,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 「私たちの進路」外の購入の支出について
7,060
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外　購入の支出について
40,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンシャトル　購入の支出について
179,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル毛糸外購入の支出について
5,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外　購入の支出について
113,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布薬　外　購入の支出について
24,759

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｂｂクラリネットリード、外購入の支出について
40,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
326,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
19,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
73,121

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機（紙パック式）　外（集約物品）購入の支出について
327,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーコーン　外（集約物品）購入の支出について
483,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 民芸調隅金具ほか　購入の支出について
60,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 足首用サポーター他購入の支出について
135,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ外の購入の支出について
83,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットハンガー　他　購入の支出について
219,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用ドラムカートリッジ他購入の支出について
36,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
102,957

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
24,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポケットホルダー　外　購入の支出について
68,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スイムボード外購入の支出について
64,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤　外　購入の支出について
68,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール薬品（殺菌消毒剤）の購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教育法令集（国法、例規編）追録集　購入の支出について
8,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 白布　購入の支出について
5,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アートスケッチ鉛筆　外購入の支出について
16,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート他の購入の支出について
31,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ナインボックス　外　購入の支出について
47,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
38,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路のしおり（第１集）印刷の支出について
55,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 男子小便器センサー　補修の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館３階図書室系統空調設備整備工事の支出について
20,853

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
10,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室弱電配線整線工事一式の支出について
44,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 正門電気錠外出用スイッチ修繕の支出について
9,429

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 高置水槽（新東館）水位リレー取替補修の支出について
26,911

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４階　プール　洗体槽　補修の支出について
16,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 複合機修理の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動式防球ネット張替工事の支出について
145,383

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
17,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンタ　修理の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
211,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,278,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
640,136
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機　家電リサイクル料および回収料の支出について
525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
184,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機　家電リサイクル料および回収料の支出について
2,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料 ボランティア活動保険料の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
299,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機（紙パック式）　外（集約物品）購入の支出について
91,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
98,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン（管理作業員室用）　購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 足首用サポーター他購入の支出について
54,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
276,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「青空の卵」外　購入の支出について
218,486

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「銀の匙　１」　外購入の支出について
379,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「チャーシューの月」外購入の支出について
8,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
18,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
137,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 映像デザイン科５月分モデル謝礼の支出について
11,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,431,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機（紙パック式）　外（集約物品）購入の支出について
53,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
7,455

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
336,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
149,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫回収　　運搬の支出について
1,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
59,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫回収　　運搬の支出について
13,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
15,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用「弓道―その歴史と技法」ほか購入の支出について
85,813

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
33,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
96,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理者講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部現場実習講師謝礼の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部現場実習講師謝礼の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
1,207

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機（紙パック式）　外（集約物品）購入の支出について
28,087

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
680,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
93,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
80,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
15,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（８月分）　　　　　　　　　　　の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 発表用ボードの購入の支出について
98,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 譜面台　外購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 クロスバーの支出について
28,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 冷凍冷蔵庫　購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ブルーレイプレイヤー　購入の支出について
124,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 プラスチック画板　外の支出について
65,730
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ノーパンク一輪車の購入の支出について
32,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 漏水工事の支出について
261,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 調理室前庇危険箇所補修工事の支出について
199,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館３階廊下漏水補修工事の支出について
441,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室蛍光灯取替補修の支出について
178,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館　２階梁　補修の支出について
160,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 譜面台　外購入の支出について
178,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ミシンの購入の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 逆上がり補助器　購入の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（仕様書）購入の支出について
625,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 乾式用掃除機購入の支出について
55,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 移動台　購入の支出について
130,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ラインパウダー購入の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 大型コンテナボックス外購入の支出について
53,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
670,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 水彩絵の具　外の支出について
35,343

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 印刷入り封筒購入の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 指導参考用図書「よくわかる学級」外　購入の支出について
6,867

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 夏季教育研究講座（国語科）参加資料代（８／５）の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 ８／５・６ＷＹＳＨ教育全国研修会参加費の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 第９５回全国算数・数学教育研究大会参加費の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 教員研修プログラム受講経費（８／３）の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 電話使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
11,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる付添指導員謝礼金の支出について
19,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる付添指導員謝礼金の支出について
19,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「暴力防止プログラム」かかる講師謝礼金の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室にかかる講師謝礼金の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「玉造の歴史」における講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 おそうじ教室講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 １年生　民族体験学習の講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる付添指導員謝礼金の支出について
19,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる付添指導員謝礼金の支出について
19,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる付添指導員謝礼金の支出について
19,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年生　「韓国・朝鮮の文化を学ぶ」講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年　体験的な活動（ノリモイム）講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年　体験的な活動（ノリモイム）講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
43,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる付添指導員謝礼金の支出について
19,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年生「韓国・朝鮮の文化を学ぶ」講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育研修会講師謝礼金の支出について
11,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 総合学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然学習にかかる指導員の講師謝礼金の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる付添指導員謝礼金の支出について
19,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 在日外国人教育学習講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マジック外購入の支出について
23,362
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木切れセット外購入の支出について
70,079

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス　他購入の支出について
8,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピストンバルブ　外２点　購入の支出について
33,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 糸ラーグ購入の支出について
4,851

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
709,243

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリーンフィルム外購入の支出について
31,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
1,050,301

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
61,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
664,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オーデフレッシュ外の購入の支出について
42,882

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
36,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドソープ詰替　外購入の支出について
41,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペイント３リットル青１缶外購入の支出について
26,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書・教科書　購入の支出について
138,603

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁収納庫　購入の支出について
35,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードイレーザー外購入の支出について
4,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館用樹脂ワックス外購入の支出について
79,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 しゃもじ他購入の支出について
90,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語図書教材外購入の支出について
108,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「Ａ列車で行こう」他購入の支出について
34,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表　印刷の支出について
61,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗外購入の支出について
5,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表　あゆみ購入の支出について
42,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 記号ラベル　外　購入の支出について
48,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラピッド式形安定器　購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤　外購入の支出について
51,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洋式便座　外　購入の支出について
114,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フタル酸樹脂塗料外購入の支出について
116,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷蔵庫購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンチングスープ取りざる外購入の支出について
43,911

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルスカラー　他　の購入にかかる経費の支出について
139,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角カゴ他購入の支出について
27,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 万能刷毛外購入の支出について
18,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三脚　外　購入の支出について
46,809

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 泡ハンドソープ外の購入の支出について
38,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け用扇風機購入の支出について
43,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 回転クリーナー（洗浄機用）外５点の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　外購入の支出について
164,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー　外の購入の支出について
199,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童会室カーテン購入の支出について
24,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂ワイヤレスアンテナ配線他工事の支出について
79,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室網戸、ガラス補修の支出について
12,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
11,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 エアコン修理の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 カラーレーザープリンター修理の支出について
56,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ルームエアコン　修理の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン修理の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷蔵庫扉修理の支出について
20,685
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 蛍光灯修理の支出について
10,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 リソグラフ印刷機修理の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室ボイラー修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン修繕の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館両開き鉄扉カギ修理の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食洗機修理の支出について
23,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室屋外冷蔵庫修理の支出について
36,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修繕の支出について
37,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル料、他の支出について
4,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
4,622,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 緊急タクシー代の支出について
740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ・パソコンリサイクル料・回収料の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル料、他の支出について
4,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 １Ｆ特別支援教室空調機点検作業の支出について
13,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ・パソコンリサイクル料・回収料の支出について
8,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定害虫駆除業務委託の支出について
139,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見にかかる自家用車の通行料（８／５）の支出について
7,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 自家用車利用での修学旅行下見の通行料（８／５）の支出について
7,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 メガネをかけたら他課題図書の購入の支出について
91,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「メガネをかけたら」外購入の支出について
32,457

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ホネホネ絵本シリーズ」外の購入の支出について
344,093

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「黒のレストラン」外の購入の支出について
336,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「メガネをかけたら」外　購入の支出について
208,381

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「メガネをかけたら」外　購入の支出について
47,053

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 性教育講演会にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 性教育講演会にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 性教育学習会にかかる講師謝礼金の支出について
15,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙　外の支出について
96,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リソグラフ用マスターの購入の支出について
64,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 錆止め塗料　外　購入の支出について
33,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 墨汁外購入の支出について
49,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外の購入の支出について
85,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 再生トナーカートリッジ外購入の支出について
124,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カッター替刃外　購入の支出について
143,202

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式ジグゾー　外　購入の支出について
59,797

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動裁断機用　替刃　購入の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木製レーキ　外の購入の支出について
62,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 三脚　購入の支出について
34,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリさげ缶　外　購入の支出について
26,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石けん　外の購入の支出について
33,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用床ワックス　購入の支出について
32,917

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性サインペン購入の支出について
19,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック外購入の支出について
66,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
353,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スチールウール外購入の支出について
13,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フィルムシート購入の支出について
4,620
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
620,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液　外の購入の支出について
20,679

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペンキ　他購入の支出について
47,313

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙やすり外の購入の支出について
69,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
400,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 黒板塗り替え工事の支出について
65,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガスヒートポンプ修繕の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ノートパソコン修理の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ティンパニヘッド張替えの支出について
49,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
30,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピアノ修理の支出について
8,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 管楽器修理の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,520,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書中学生の君におくる哲学外購入の支出について
259,569

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
328,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
75,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
19,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒指導要録印刷の支出について
30,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 校務支援ＩＣＴ事業用ＬＡＮ回線延長工事の支出について
88,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
577,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 第６１回全国商業教育研究大会参加費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 第７６回国語教育全国大会参加費の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 フリーダム創生による現場実習講師謝礼の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
103,077

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
30,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
126,131

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
217,129

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　他　の購入の支出について
29,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ビートバン外購入の支出について
48,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 泥除けマット購入の支出について
98,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 指導用三角定規外の購入の支出について
17,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミニバット外購入の支出について
41,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ外購入にかかる経費の支出について
29,547

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 アルニコ磁石外購入の支出について
38,787

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーボール　外　購入の支出について
201,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ノートパソコン　外購入の支出について
110,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタルカメラ外購入にかかる経費の支出について
49,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 シューズボックス購入の支出について
96,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコン　外購入の支出について
159,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ハンド型メガホンの購入の支出について
16,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ケント紙　他購入の支出について
15,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プリンタインク購入の支出について
48,966

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カラー水性ペン　他の購入にあたる支出について
121,327

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 保育室・職員室カーテンの購入の支出について
37,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 Ｄ型リングファイル他の購入の支出について
15,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 ガス使用料（７月分）　　　　　　　　　　の支出について
432,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 プール排水蓋改修工事の支出について
36,750
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコン　購入の支出について
87,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 負担金、補助及交付金　会費 近畿特別支援教育連絡協議会　参加費（８／６）の支出について
6,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 「ＢＡＴＩＣ公式テキスト」他　購入の支出について
121,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 近畿特別支援教育連絡協議会和歌山県大会参加費外の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ビニールテープ　外購入の支出について
19,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 モーターコントローラー購入の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレットＰＣ　外購入の支出について
306,369

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 近畿特別支援教育連絡協議会（８／６）　資料代の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタルムービーカメラ他購入の支出について
49,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 水性マーカーペン他　購入の支出について
81,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 電子黒板　購入の支出について
199,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 全国福祉高等学校長会・福祉担当教員等研究協議会の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 近畿特別支援教育連絡協議会和歌山県大会参加費外の支出について
25,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ７月分実習講師謝礼の支出について
8,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ７月分実習講師謝礼の支出について
51,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ボランティア体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算そろばん指導にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校活性化推進事業　英語学習講師謝礼の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる看護師謝礼金の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科研究会　講師謝礼の支出について
18,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ボランティア体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ボランティア体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校活性化推進事業　英語学習講師謝礼の支出について
7,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板　外　購入の支出について
37,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会のしんだん―まとめ―　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
25,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断　まとめと考察　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校長室ガスヒーポン修理用部品の購入の支出について
2,121

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インデックス　外　購入の支出について
123,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋他購入の支出について
55,441

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「社会の診断ーまとめと考察」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ペンキ購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 携帯用ミニトイレ外購入の支出について
99,991

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インク　他購入の支出について
187,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断ーまとめと考察ー　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
267,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン修理部品の購入の支出について
71,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーマーカー　外購入の支出について
88,253

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 輪鉢　５号　外購入の支出について
63,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用原紙・インク購入の支出について
87,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パイプクリーニングホース他購入の支出について
6,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすうしんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更衣用ロッカー　外　購入の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校新聞印刷外にかかる経費の支出について
44,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホース購入の支出について
11,970
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　外　購入の支出について
29,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 残留塩素濃度試薬外購入の支出について
109,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン修理用部品の購入の支出について
150,297

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンマードリル　購入の支出について
21,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 浮力シート付水着購入の支出について
30,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「社会の診断　まとめと考察」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断－まとめと考察－　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土作品乾燥棚購入の支出について
75,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テプラシール外購入の支出について
38,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「さんすう　しんだんのまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン外購入の支出について
68,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「さんすうしんだんのまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表　外　印刷の支出について
30,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 換気ファン購入の支出について
6,121

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 （アルミシール数字）１　外購入の支出について
25,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
39,837

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 草花苗　宿根サルビア　他購入の支出について
38,057

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ外購入の支出について
55,713

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会のしんだん　の購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断－まとめと考察－購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書類整理用「整理箱タグボックス」他の購入の支出について
97,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断資料の購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
139,807

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外購入の支出について
19,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用樹脂ワックス外購入の支出について
92,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「弟の戦争」（徳間書店）外　購入の支出について
55,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知票外印刷の支出について
49,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断‐まとめと考察‐の購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 強力接着剤外９点購入の支出について
78,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木かい外購入の支出について
112,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすうしんだんのまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 研究資料　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ外購入の支出について
121,317

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすうしんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 戸当りゴム購入の支出について
29,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
23,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習教材ＤＶＤ他　購入の支出について
94,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防藻剤　購入の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞　１学期の印刷の支出について
44,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期分）印刷の支出について
32,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
40,320
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期分）の印刷の支出について
43,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 通知表　外　印刷の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 「深江こども新聞」の印刷の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 通知票外印刷の支出について
41,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷外にかかる経費の支出について
40,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
39,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞の印刷の支出について
47,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
43,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校（たしま）新聞印刷の支出について
42,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞　印刷の支出について
44,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期分）の印刷の支出について
41,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
44,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
63,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期分）印刷請負契約の支出について
49,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞の印刷の支出について
42,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
47,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞　第１８０号　印刷の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（７月分）　　　　　　　　　　の支出について
33,605,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂他鍵補修工事の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 板硝子補修の支出について
23,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
11,991

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス取替工事の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂正面外扉下そでガラス入替修理の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階女子トイレ照明補修工事の支出について
13,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事　請負の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入れ替えの支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 蛍光灯器具取替え工事の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室ガラス入替工事の支出について
7,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内漏電箇所点検修理の支出について
40,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 池給水バルブ不良漏水修理の支出について
24,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール受水槽漏水修理工事の支出について
89,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯機の修理の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
52,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ポータブルアンプ修理の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機　修理の支出について
69,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
23,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 高圧洗浄機修理の支出について
3,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷凍庫修理の支出について
37,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー刃取替の支出について
58,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 便器用自動センサー修理の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン修理の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞会業務委託の支出について
400,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 わたの体験学習の道具使用料（８月６日実施予定）の支出について
3,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見（自家用車使用）にかかる高速料金の支出について
9,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 わたの体験学習にかかる道具使用料（８／６）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見（８／６）にかかる通行料・駐車料の支出について
8,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター購入の支出について
132,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン外購入の支出について
186,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子音メガホン購入の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「メガネをかけたら」外購入の支出について
48,261

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「メガネをかけたら」外　図書館用図書　購入の支出について
389,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　学校図書館のつくり方外購入の支出について
4,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テープ付きクラフト封筒外購入の支出について
57,377

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜　外購入の支出について
44,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き外の購入の支出について
57,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク外３点購入の支出について
66,822

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ホッチキス他購入の支出について
56,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー購入の支出について
33,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 絵具（白）外　購入の支出について
28,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体操マット購入の支出について
76,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 純正トナーカートリッジ　外　購入の支出について
122,083

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 富士型照明器具購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キーホルダー　外　購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 絆創膏　他　購入の支出について
69,659

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 松やにクリーナー他購入の支出について
79,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布薬外購入の支出について
90,289

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 経口補水液（ＯＳ－１）外１１点の購入の支出について
42,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子てんびん、他購入の支出について
101,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアドレッシングの購入の支出について
15,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
595,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 接着芯外購入の支出について
56,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドソープ　外　購入の支出について
48,237

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板（ポリプロピレン製）外購入の支出について
63,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーレーザープリンター外購入の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トロフィー購入の支出について
5,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 輪投げ外購入の支出について
31,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 蚊取線香　外　購入の支出について
33,337

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校要覧印刷の支出について
26,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（７月分）　　　　　　　　　　の支出について
7,753,554

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １－１出入口ガラス（透明）の入替の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 壁掛け扇風機　配線補修工事の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 男子小便器センサー不良修理工事の支出について
60,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 エアコン（ヤマハＧＨＰ）部品取替修理の支出について
31,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 格技室ガラス補修の支出について
15,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス破損補修工事の支出について
1,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 防火扉用感知器取替補修工事の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２年２組教室出入り口ガラス外入れ替え工事の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置修繕工事の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
8,610
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 複合機修理の支出について
32,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内インターホン修理の支出について
39,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット修理一式の支出について
2,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見クルーズ船入船料（８／７）の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
98,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テレビ購入の支出について
104,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
550,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 カラーレーザープリンター外購入の支出について
175,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 体操マット購入の支出について
166,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン　購入の支出について
99,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　今やる人になる４０の習慣外購入の支出について
67,507

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 研究大会にかかる参加費（８／６）の支出について
3,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（７月夏期集中授業分）の支出について
210,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 福祉ボランティア科特別非常勤講師謝礼の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（７月分）の支出について
92,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 総合学科（スポーツ分野）講師謝礼金の支出について
71,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（７月分）の支出について
71,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（７月分）の支出について
42,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（７月分）の支出について
28,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（７月分）の支出について
92,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（７月分）の支出について
71,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（７月夏期集中授業分）の支出について
210,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ購入の支出について
39,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックカバーフィルム　の購入の支出について
13,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｍ科旋盤実習用鋼材他の購入の支出について
30,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 テニスラケット外購入の支出について
99,802

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤外の購入経費の支出について
22,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 追録　産業教育執務提要　購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 「ギネス世界記録２０１３」外の購入の支出について
9,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 溶接棒　外購入の支出について
65,961

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室用「速乾性手指消毒剤」外購入の支出について
49,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 イラストレーションボードの購入経費の支出について
43,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 武道体験教室用竹刀ほか購入の支出について
128,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
35,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ他購入の支出について
34,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン修理用フロンガス他購入の支出について
38,587

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ニュートンリング外の購入の支出について
73,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プールほか塗装用塗料ほか購入の支出について
182,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機のインク外の購入の支出について
168,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 エアゾール殺虫剤外購入の支出について
47,423

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 防球ネット用ネットの購入の支出について
18,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 東大のディープな世界史　他の購入の支出について
19,157

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 定規外の購入の支出について
42,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ドリル・ドライバーツールセット外購入の支出について
76,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌・入試問題集の購入の支出について
94,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 滑車外の購入の支出について
17,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用除藻剤外購入の支出について
59,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 指導要録用紙の印刷請負経費の支出について
15,120
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布ほかの購入の支出について
48,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニマグライト他購入の支出について
63,486

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 はんだごて他購入の支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 流し台購入の支出について
39,963

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳｔｕｄｙａｉｄＤ．Ｂ数学受験編外購入の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 生活指導通信の印刷請負経費の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（７月分）　　　　　　　　　　の支出について
5,303,493

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 旗掲揚ポール修理工事の支出について
72,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 空調機補修工事の支出について
127,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 進路指導室排水管腐蝕漏水補修工事の支出について
20,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室棟１階中央男子トイレ扉ガラス補修の支出について
7,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
9,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 第４情報（工業基礎）実習室空調修理工事の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 食堂　照明器具安定器取替工事の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 １－８教室廊下側窓ガラス補修の支出について
6,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２号館男女トイレ出入口扉補修工事の支出について
120,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 水道栓の緊急補修経費の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室流し台外　移設工事の支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
7,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザープリンター修理の支出について
10,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 スポーツテスト集計業務委託の支出について
138,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パワーアンプ購入の支出について
76,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「悲鳴伝」外　　購入の支出について
113,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 東大のディープな世界史　他の購入の支出について
34,503

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ビブリオバトル」他の購入の支出について
112,827

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 東住吉特別支援学校全体研修会講師謝礼の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 現場実習講師謝礼金の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 プールデッキ　外　購入の支出について
48,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 スクールガッシュＡ外購入の支出について
56,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 中型抜き型セット外購入の支出について
19,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
78,907

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ウェットメガホン外購入の支出について
60,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯　外　購入の支出について
13,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 電子血圧計外購入の支出について
23,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナー　外　購入の支出について
79,401

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁　外購入の支出について
38,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 毛糸止針　他　購入の支出について
31,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙　外　購入の支出について
91,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁　外　購入の支出について
52,993

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（７月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,022,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷凍庫　修理の支出について
32,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動ベット脚座右修理一式の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫回収の支出について
4,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業所見学会にかかる参加生徒交通費（８／６）の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫回収の支出について
4,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 校内電気時計保守点検業務委託の支出について
147,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プールデッキ　外　購入の支出について
73,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷凍冷蔵庫購入の支出について
69,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコン　購入の支出について
95,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 全訪研　第２６回全国大会（滋賀）　参加費の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 血圧計の購入の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 軽量おりたたみシールド　外　購入の支出について
21,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 給食用帽子購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 温湿度計　外１点購入の支出について
57,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 屋外用時計購入の支出について
31,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マットレス（保健室用）購入の支出について
39,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カーブミラー　外購入にかかる経費の支出について
53,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 トランシーバー（特定小電力交互通話方式）購入の支出について
32,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 駐輪場屋根補修工事の支出について
294,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂　天井補修工事の支出について
86,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂漏水補修工事の支出について
577,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎外壁及び庇危険箇所修理工事の支出について
961,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 パソコン室雨漏り補修工事の支出について
680,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 保健室ベッド周り間仕切り工事の支出について
106,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 バスケットボールコートライン補修の支出について
156,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 知的小学部１－１教室前漏水調査・修理工事の支出について
540,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科室壁掛扇風機取付及び配線工事請負の支出について
54,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上プール排水管腐食漏水修理工事の支出について
954,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 バスケットゴール及び防球ネット補修工事の支出について
560,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 軽量おりたたみシールド　外　購入の支出について
61,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 アンプ購入の支出について
87,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 レーザープリンター購入の支出について
41,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 図書室用パソコン　購入の支出について
104,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタルビデオカメラ購入の支出について
44,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ポータブルワイヤレスアンプセット購入の支出について
148,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ブックカバーフィルム　外購入の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
31,153

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 粉えのぐ他６件購入の支出について
57,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 インターホン移設工事の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 職員室空調機取替え工事の支出について
385,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 プールスロープ補修工事の支出について
148,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 プロジェクター修理の支出について
26,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル教科書他の購入の支出について
360,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 魚一匹ものサンプルセット購入の支出について
129,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　購入の支出について
195,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 ＣＤ・ＤＶＤ　コピー機　購入の支出について
87,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 日本学校教育相談学会岐阜研究大会参加費の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる付添指導員謝礼金の支出について
19,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「生命の誕生」の学習にかかる講師料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断ーまとめと考察ー購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 業務用一口ガスコンロの購入の支出について
36,037

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 救急かばん　他　購入の支出について
13,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はさみ他購入の支出について
66,167
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パン箱　外（集約物品）購入の支出について
355,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ替糸　外購入の支出について
99,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ケンガリセット他購入の支出について
78,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗装用水性塗料　外購入の支出について
13,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンクリートパネル　外購入の支出について
51,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス　外購入の支出について
73,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵画作品乾燥棚　外（集約物品）購入の支出について
218,401

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍋　外購入の支出について
8,547

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 えいごでまなぴくと外購入の支出について
233,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞購読料（４月から６月分）の支出について
11,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機購入の支出について
24,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすうしんだんのまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
1,879,843

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 算数しんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
71,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ清掃用長靴外購入の支出について
12,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポイズンリムーバー　外購入の支出について
20,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断―まとめと考察―　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポットクーラー購入の支出について
40,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「さんすう　しんだんのまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「さんすうしんだんのまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　外　購入の支出について
43,911

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「さんすう　しんだんのまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用コースロープ購入の支出について
30,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓外購入の支出について
11,443

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断ーまとめと考察ー購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 配膳台（集約物品）購入の支出について
88,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 算数しんだんのまとめ１冊購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺虫剤外購入の支出について
24,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙芝居　うみべのちいさないきもの外購入の支出について
20,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断－まとめと考察－購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 道徳指導書　購入の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知票印刷及び学校新聞印刷の支出について
81,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 救急バッグ　外　購入の支出について
21,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パルスオキシメーター外の購入の支出について
86,857

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 算数「しんだんのまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすうしんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「さんすう　しんだんのまとめ」の購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード外の支出について
18,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タイムタイマー購入の支出について
49,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用軽石　購入の支出について
4,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知票印刷の支出について
49,507

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトペンインクほかの購入の支出について
70,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムスティック外の購入の支出について
12,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表印刷の支出について
69,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙、ウッドブロック他購入の支出について
336,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外の購入の支出について
67,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断ーまとめと考察ー購入の支出について
2,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特厚上質紙外購入の支出について
53,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キッチンばさみ外購入の支出について
42,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外　購入の支出について
27,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 算数指導資料購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ台　外　購入の支出について
22,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断ーまとめと考察ーの支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 数字カード　他購入の支出について
149,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすうしんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断―まとめと考察―購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニスポンジローラー他　購入の支出について
37,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「さんすうしんだんのまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナーカートリッジ購入の支出について
43,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レターケース　購入の支出について
13,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふせん　他購入の支出について
170,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡　他購入の支出について
49,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡他購入の支出について
105,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル血圧計他購入の支出について
47,369

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 単色おりがみ外購入の支出について
40,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすうしんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホールモップスペア外購入の支出について
77,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス外購入の支出について
96,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめの購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 焼板用絵具・外購入の支出について
48,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光ランプ　他購入の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙購入の支出について
44,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書「メガネをかけたら」外購入の支出について
33,133

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 八つ切り画用紙　外購入の支出について
86,457

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語指導用図書　ほかの購入の支出について
44,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布付コロナマスカー外購入の支出について
32,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断　まとめと考察　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすうのしんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語教科書　四　上　かがやき　他購入の支出について
13,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ　の購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市小学校社会科指導計画　購入の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断　まとめと考察購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　他購入の支出について
39,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＢＯＸティッシュ外の購入の支出について
31,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 戸当たりゴム　他購入の支出について
78,393

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断－まとめと考察－購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断ーまとめと考察ー購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外購入の支出について
85,218

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「さんすう　しんだんのまとめ」購入の支出について
2,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「社会の診断ーまとめと考察ー」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け時計　外購入の支出について
30,418

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「さんすう　しんだんのまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 踏切板（ロイター板）　外（集約物品）購入の支出について
721,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画板　外購入の支出について
93,777

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 振り子衝突実験器ほか購入の支出について
118,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表外印刷の支出について
55,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 尿石除去剤　購入の支出について
31,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土外購入の支出について
5,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸他購入の支出について
44,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「さんすう　しんだんのまとめ」　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
69,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断まとめと考察　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 救急処置・環境衛生用消耗品購入の支出について
77,023

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 配膳台（集約物品）購入の支出について
176,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知票印刷及び学校新聞印刷の支出について
44,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「さんすう　しんだんのまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめの購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断－まとめと考察－　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「さんすう　しんだんのまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ購入の支出について
120,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすうしんだんのまとめの購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「さんすう　しんだんのまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 算数　しんだんのまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙　外の購入の支出について
46,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
41,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞「いたかの」　の印刷の支出について
40,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期分）印刷の支出について
29,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 通知票印刷及び学校新聞印刷の支出について
44,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞『こどもやまのうち』印刷の支出について
42,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期号）印刷の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
49,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 北粉浜子どもしんぶん第１２６号印刷の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）の印刷の支出について
49,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）　印刷の支出について
47,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
38,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
59,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 こども新聞（１学期分）印刷の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 島屋こども新聞印刷の支出について
53,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞１学期印刷の支出について
41,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
44,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
47,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 通知表外印刷の支出について
36,907

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（一学期）印刷の支出について
29,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷　請負の支出について
39,375
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
35,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞　印刷の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
49,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷（１学期分）の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
27,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 通知票印刷及び学校新聞印刷の支出について
30,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞「たなか」（１学期）印刷の支出について
60,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
40,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞１学期分　１０００枚　印刷の支出について
45,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校要覧の作成・印刷の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラスの入れ替え工事の支出について
19,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
8,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室雨漏り補修の支出について
99,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂出入口扉破損ガラス入替補修工事の支出について
32,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え工事の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館３階洋式女子トイレ配管補修工事の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食調理室内ガス管修繕の支出について
2,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置Ａ－１フィルター修理の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス（３階　６－２）補修工事の支出について
5,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内破損ガラス緊急補修の支出について
6,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 管理作業員室廊下側窓外　補修入替工事の支出について
11,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 業務用大型冷凍冷蔵庫修理の支出について
34,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室手洗センサー修理の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インクジェットプリンタ補修の支出について
13,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ポータブル電蓄　修理の支出について
28,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理用ガス回転釜修繕の支出について
97,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 丸ノコ外修理の支出について
12,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
24,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 身長体重計　修理の支出について
59,903

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 穴あけ機の修理の支出について
47,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 家庭科実習用ミシンの修理の支出について
43,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送設備修理の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子オルガンの修理の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター（ＬＰＳ６０００）修理の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 マイクロホン修理の支出について
17,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話修理にかかる経費の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管機修理の支出について
63,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫修理の支出について
37,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＤＶＤコンビデッキ補修の支出について
3,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室低温倉庫の修理の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 自走式手押芝刈機修理の支出について
18,459

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機収集運搬料外の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機等のリサイクル回収料の支出について
1,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 廃棄洗濯機運搬及びリサイクル処理の支出について
525
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機収集運搬料外の支出について
2,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 食器洗浄機安全装置作動機器点検手数料の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機等のリサイクル回収料の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 裁断機刃研ぎ請負の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 廃棄洗濯機運搬及びリサイクル処理の支出について
2,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 自家用車使用にかかる有料道路通行料（８／７）の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 生活体験学習に係る綿作道具使用料（８／６）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行の下見にともなう有料道路通行料の支出について
6,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 綿織り機レンタル料（８月６日）の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 絵画作品乾燥棚　外（集約物品）購入の支出について
249,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 洗濯乾燥機購入の支出について
161,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 トランポリン購入の支出について
280,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 配膳台（集約物品）購入の支出について
173,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板ユニット外購入の支出について
255,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
89,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークリーナー購入の支出について
73,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　「メガネをかけたら」　外　購入の支出について
231,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ちいさなおばけシリーズ」外購入の支出について
365,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「いっしょだよ」外の購入の支出について
296,361

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「メガネをかけたら」外の購入の支出について
183,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 課題図書「メガネをかけたら」外　購入の支出について
84,331

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 メガネをかけたら外（図書室用）購入にかかる経費の支出について
16,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「メガネをかけたら」外購入の支出について
220,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「メガネをかけたら」外購入の支出について
63,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「メガネをかけたら」外購入の支出について
96,579

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２５年度大阪府社会福祉協議会会費の支出について
62,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 ハチ北林間ホーム参加児童に係る経費（８／９）の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 横断幕作成用生地　他　の購入の支出について
72,439

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用薬用石けん　他　の購入の支出について
19,761

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メトロノーム　外　購入の支出について
11,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラスフィルムの支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＰＦ材、外購入の支出について
106,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 引違書庫　外　購入の支出について
82,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャッター用バッテリー購入の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 埋込ダブルコンセント　外　購入の支出について
26,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レバーハンドル購入の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 湯たんぽ　外　購入の支出について
25,961

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 外壁用ペンキ他の購入の支出について
56,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 朱液すずり　外　購入の支出について
107,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クレセント外購入の支出について
54,321

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリルカラー、他購入の支出について
10,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書　中学保健体育の研究の購入の支出について
30,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外購入の支出について
26,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館用ワックス購入の支出について
30,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール１０球購入の支出について
28,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本購入の支出について
6,178
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修理用部品購入の支出について
100,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＸＬ－９３２０用トナーカートリッジの購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 通知票　印刷の支出について
32,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タックインデックスほか　購入にかかる支出について
175,799

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土の購入支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ、他購入の支出について
53,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
1,439,523

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
78,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外の購入の支出について
37,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 踏切板（ロイター板）　外（集約物品）購入の支出について
64,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 セーフティーマット　外　購入の支出について
98,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター他購入の支出について
18,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「中学生の道徳　自分をみつめる」外　購入の支出について
80,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 美術机　購入の支出について
301,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キャスター　購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手引き糸のこ他の購入の支出について
18,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤他購入の支出について
37,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 吹奏楽用　楽譜購入の支出について
44,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリッシャー用プレート　外　購入の支出について
26,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板外購入の支出について
136,941

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メラミンスポンジ　他　の購入の支出について
26,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 尿石除去剤の支出について
12,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機他購入の支出について
34,919

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール外購入の支出について
86,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１４０号）の印刷の支出について
43,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ピロティー天井補修工事の支出について
55,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室外網戸取付工事の支出について
99,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トロンボーン　修理の支出について
5,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ハードル修理の支出について
9,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話子機修理の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トランシーバー修理の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 多機能コードレス電話機修理の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスクラリネット　修理の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 リソグラフ印刷機ＲＰ２５５　修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トロンボーン修理請負の支出について
14,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理（ピッコロ、ファゴットの修理）の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 管理作業員室用鍵取替えの支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動ホッチキス修理の支出について
13,881

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＣＤデッキ修理の支出について
28,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコン修理の支出について
35,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理（リソグラフＲＺ５３０）の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除作業業務委託の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「楽園のつくりかた」公演業務委託の支出について
441,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 管理作業員室エアコン　購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 踏切板（ロイター板）　外（集約物品）購入の支出について
292,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 セーフティーマット　外　購入の支出について
152,775
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 絵画作品乾燥棚　外（集約物品）購入の支出について
48,037

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポリッシャー用プレート　外　購入の支出について
189,777

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「チャーシューの月」外購入の支出について
3,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「例解新国語辞典」外購入の支出について
181,179

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「証言記録　東日本大震災」外　購入の支出について
174,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「大悪魔との算数決戦」外購入の支出について
378,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「基本のお菓子」外購入の支出について
280,679

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
71,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 大阪市立中央授産場による現場実習講師謝礼の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
142,579

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 パン箱　外（集約物品）購入の支出について
6,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掲示板外購入の支出について
99,981

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 トレーニング用ハードル　外　購入の支出について
105,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 洗濯機・乾燥機・プロジェクター購入の支出について
76,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 プール用ごみ取り網（２本）　購入の支出について
25,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 軟式ボール　購入の支出について
18,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーボール　外購入の支出について
13,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 プロジェクター台他購入の支出について
58,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 運搬台車外購入の支出について
27,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール　他購入の支出について
237,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミシン　購入の支出について
92,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 固定釜取替工事の支出について
250,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 事務室ガスヒーポン室内機補修工事の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校長室天井照明器具取り替え工事の支出について
188,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館バスケットゴール（可動式）の補修工事の支出について
148,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オーバーヘッドカメラ（仕様書）購入の支出について
371,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 トレーニング用ハードル　外　購入の支出について
126,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子黒板機能内蔵プロジェクター購入の支出について
197,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 洗濯機・乾燥機・プロジェクター購入の支出について
49,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 体重計　外（集約物品）購入の支出について
36,897

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
28,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 体重計　外（集約物品）購入の支出について
34,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
6,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解教育研修会にかかる講師料の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 中学校技術・家庭分野教科書　外　購入の支出について
14,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究協議大会参加・資料代（８／８・９）の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 第２０回　国語教育研究大会参加資料代の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 第６０回全国中学校理科教育研究会参加費の支出について
21,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 第６０回全国中学校理科教育研究会東京大会参加費の支出について
10,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 研究協議大会参加・資料代（８／８・９）の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外（仕様書）購入の支出について
402,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　印刷製本費 ２０１４学校案内（ガイダンス）印刷の支出について
177,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話体験　講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔あそび体験　講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 競技用紙雷管外の購入の支出について
15,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンターイメージドラム購入の支出について
52,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン（集約物品）購入の支出について
341,250
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断のまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外購入の支出について
81,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ購入の支出について
60,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 毒吸引器　外６点　購入の支出について
50,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スペアインク他購入の支出について
42,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ１冊購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「さんすうしんだんのまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ロープ止め鉄杭　購入の支出について
10,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン（集約物品）購入の支出について
578,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 湯沸器　外購入の支出について
98,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土外　購入の支出について
110,523

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子天秤　外（集約物品）購入の支出について
176,583

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食室換気扇購入の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン（仕様書）購入の支出について
462,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布外購入の支出について
25,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール他　購入の支出について
37,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体重計　外（集約物品）購入の支出について
28,539

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 資料『社会の診断－まとめと考察－』　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオカセット外購入の支出について
45,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ　他購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすうしんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドペーパータオル外購入の支出について
98,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
143,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
113,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コーナーポイント外購入の支出について
23,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 第６２回「さんすうしんだんのまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会「しんだんのまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鯉のエサ外購入の支出について
14,183

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 聴診器　他購入の支出について
18,909

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン（集約物品）購入の支出について
247,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺虫剤外購入の支出について
10,489

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン（集約物品）購入の支出について
172,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「社会の診断―まとめと考察―」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
716,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体重計　外（集約物品）購入の支出について
25,673

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ（ガスヒーポン）修繕部品　購入の支出について
25,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 心理検査「Ｑ－Ｕアンケート用紙」購入の支出について
86,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 １学期　学校新聞印刷の支出について
37,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １Ｆ男子トイレ補修工事の支出について
68,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 漏水補修工事の支出について
99,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
41,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜点火不良修理の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機の修理の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 高圧洗浄機修理の支出について
7,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送室のＭＤカセットラジオの修理の支出について
9,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室洗濯機　修理の支出について
13,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機（ＲＺ５７０）の修理の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯機修理の支出について
20,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折機修理の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室出入口シャッター補修の支出について
11,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ・テレビハンガー入替及び収集運搬料金他の支出について
7,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 印刷機内部清掃の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 防火管理講習（８／７）受講料の支出について
120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ・テレビハンガー入替及び収集運搬料金他の支出について
38,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 チュモニの会公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
49,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ブックトラック（移動式書架）　購入の支出について
112,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 体重計　外（集約物品）購入の支出について
167,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書アルフィーのいえで　外１７点の購入の支出について
77,609

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ゆうたとさんぽする」外購入の支出について
77,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「メガネをかけたら」他購入の支出について
76,629

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習（８／７）受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 夏期音楽教育研究のつどい（８／８）参加費の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料（新規）の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 全国特別活動研究協議大会の会費（８／８）の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 全国特別活動研究協議大会（８／８～９）会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 全国特別活動研究協議大会参加費（８／８）の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体重計　外（集約物品）購入の支出について
113,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子天秤　外（集約物品）購入の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン（集約物品）購入の支出について
48,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体重計　外（集約物品）購入の支出について
92,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キャリングバッグ外購入の支出について
4,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーコピー用紙　外　購入の支出について
190,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 身長計　外（集約物品）購入の支出について
16,537

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤の購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 食器用洗剤外購入の支出について
99,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
212,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（Ａ３）　購入の支出について
93,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スポーツシューズ外購入の支出について
45,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防水塗料外購入の支出について
54,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタノール外　購入の支出について
28,077

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ギター弦外購入の支出について
12,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
162,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポケットケース　外購入の支出について
64,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ小便器センサー修繕工事の支出について
30,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガスヒーポン修理の支出について
25,977

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ドアノブ修理の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 巻上式テント修理の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル製版一体型印刷機修理代の支出について
17,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 野球・バレー大会における物品運搬代の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 屋外樹木の薬剤散布作業業務委託の支出について
27,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 白アリ・アリ防除作業業務委託の支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見の通行料・駐車料金（８／８～９）の支出について
14,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 キャリングバッグ外購入の支出について
58,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大会参加にかかる参加費（８／８）の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（７月夏期集中授業分）の支出について
210,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 体重計　外（集約物品）購入の支出について
3,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
27,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン（集約物品）購入の支出について
136,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
27,647

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン（集約物品）購入の支出について
119,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マイクロソフトオフィス外購入の支出について
91,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 体重計　外（集約物品）購入の支出について
25,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
42,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 スポーツテスト集計・分析業務委託の支出について
70,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 リソーデジタル製版用原紙購入の支出について
133,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸かし器　購入の支出について
41,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
8,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 温水ボイラ　修理の支出について
38,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
69,083

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 アニメ絵本天空の城ラピュタ他図書室用図書　購入の支出について
96,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 第４３回全国性教育研究大会　参加費の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館バレーボール支柱穴移動工事の支出について
349,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 貯水槽　塗装工事の支出について
250,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東館２・３階外壁防水工事の支出について
187,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 クリアートレイ付整理棚　外　購入の支出について
207,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 薬品戸棚購入の支出について
200,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 光るうちわ　外１４件　の購入の支出について
36,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 絵本（ちいさなかがくのとも１０Ⅱ）　購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 水性塗料他１７点購入の支出について
73,689

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン修理部品購入の支出について
10,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 床用ワックスの購入の支出について
17,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プール用塗料外購入の支出について
53,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 トイレの網戸設置工事の支出について
12,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 水道取替え工事の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫の運搬及びリサイクル料の支出について
4,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 冷蔵庫の運搬及びリサイクル料の支出について
4,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研修会　講師謝礼の支出について
15,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 蚕種ほか購入の支出について
91,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 川砂　購入の支出について
23,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 第１７回体育授業研究会・千葉大会参加費の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 日本理科教育学会北海道大会参加にかかる参加費の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ７月分実習講師謝礼の支出について
34,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ７月分実習講師謝礼の支出について
8,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ７月分実習講師謝礼の支出について
34,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 研修会講師謝礼の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外購入の支出について
43,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「社会の診断－まとめと考察－」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 合成樹脂エマルションペイント　他　購入の支出について
78,834
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断　まとめと考察　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ　外購入の支出について
78,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木床用ワックスの購入の支出について
69,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 時計模型　外　購入の支出について
179,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
378,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子　購入の支出について
18,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
68,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇購入の支出について
75,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テープカッター他購入の支出について
32,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外　購入の支出について
56,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断―まとめと考察―購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食白衣セット　外（集約物品）購入の支出について
96,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ購入の支出について
22,911

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シーラー外　購入の支出について
67,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「社会の診断」　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シューズカバー外購入の支出について
52,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙他購入の支出について
7,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料外の購入の支出について
46,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス　購入の支出について
47,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 切手はがき封筒購入（８月８日実施予定）の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断－まとめと考察－　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 薬包紙外購入の支出について
40,217

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 墨汁・外　購入の支出について
88,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「さんすうしんだんのまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タグベルト　外　購入の支出について
42,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーランク（バチ付）９５組購入の支出について
141,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校名入窓付き封筒印刷の支出について
13,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木材外購入の支出について
54,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援学級用絵本「とりかえっこ」外購入の支出について
26,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーマット外購入の支出について
164,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書　あすをみつめて　１年　外　購入の支出について
37,989

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け扇風機購入の支出について
142,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「社会の診断―まとめと考察―」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 温湿度計　外購入の支出について
49,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ロール紙外購入の支出について
64,911

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 砂場用砂　購入の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断ーまとめと考察ー　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス購入の支出について
123,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断「まとめと考察」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防塵マット購入の支出について
303,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 傘立て外購入の支出について
35,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料購入の支出について
17,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 イボ付支柱　購入の支出について
11,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断まとめと考察購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ他購入の支出について
32,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミ柄杓　外　購入の支出について
40,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
39,480
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞１学期号印刷の支出について
16,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期分）印刷の支出について
53,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷　４５０部の支出について
51,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
33,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 一般用揚水ポンプ制御盤点検・修理の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 会所蓋取替工事の支出について
89,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北校舎２Ｆ男子トイレ排水詰まり補修工事の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 三槽シンク給水管漏水の補修工事の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラスの補修の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス取替補修の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室窓の修繕の支出について
11,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室トイレ水漏れ補修工事の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール給水バルブ補修の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東校舎２階男子便所内手洗い自動水洗補修の支出について
29,767

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール用圧力給水ポンプユニット漏水修理の支出について
161,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入れ替え補修工事の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明補修工事の支出について
31,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室プレハブ冷蔵庫補修工事の支出について
12,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 身体障がい者用便所フラッシュバルブ補修の支出について
16,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替修繕の支出について
18,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール排水管補修工事の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 家庭科室水道管亀裂補修工事の支出について
47,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 包丁まな板殺菌庫修理の支出について
68,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜修理の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子黒板修理の支出について
20,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室排気ファンＶベルト取替修理の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピアノ弦張替修理の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機の修理の支出について
36,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校長室金庫の修理の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピアノ鍵修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 トイレ手洗いセンサー修理の支出について
29,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機修理の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ビデオカメラ修理の支出について
9,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 指導用オルガンほか修理の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 切手はがき封筒購入（８月８日実施予定）の支出について
18,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校庭樹木害虫防除作業の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
86,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タグベルト　外　購入の支出について
151,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「メガネをかけたら」本外購入の支出について
30,403

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「メガネをかけたら」他図書室用図書購入の支出について
30,403

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「かわいいむしの絵本」外購入の支出について
276,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「メガネをかけたら」他購入の支出について
65,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「トリックアート図鑑」外購入の支出について
387,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「世界のあいさつ」外購入の支出について
360,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 全国特別活動研究協議大会等参加費（８／９）の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 近畿小学校長協議会研究大会参加料（８／９）の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バルサ板　外購入の支出について
33,810
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーネットアンテナ　外の支出について
66,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 熱中症予防対策温湿度計　外購入の支出について
36,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアブック他の購入の支出について
8,977

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　外購入の支出について
26,459

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カセットテープ外購入の支出について
88,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 おはながみ　外　購入の支出について
37,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キーボード　外購入の支出について
46,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ナラ材　外購入の支出について
310,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 筆ペン　外購入の支出について
12,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外　購入の支出について
16,277

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
88,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇購入の支出について
49,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 片面方眼模造紙　他　購入の支出について
72,647

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンシャトル　外購入の支出について
44,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刺し子糸　外　購入の支出について
58,491

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボールカゴ、他購入の支出について
116,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ステープラー他購入の支出について
22,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ購入の支出について
7,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式ボールの購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用カーテン外１５点の購入の支出について
325,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙（Ａ４薄口）外購入の支出について
92,527

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マーカー購入の支出について
20,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館電動バスケットゴール　修理の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎漏水　補修の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス修繕の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館１階女子便所手洗い補修工事の支出について
26,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 調理室給水管破損修理の支出について
49,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階保健室　窓ガラス破損入替補修の支出について
8,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス取替補修の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館３階教材室の石目ガラス緊急補修の支出について
12,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス破損による緊急補修の支出について
10,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３階外側窓ガラス破損入替補修の支出について
5,418

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス破損入替えの支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓硝子取替補修工事の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 カウンセリングルーム窓ガラス交換工事の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート修理の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ノートパソコン　修理の支出について
56,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ヤマハＧＨＰ修理の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プールろ過装置修理の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
107,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「メガネをかけたら」外１７点の購入の支出について
29,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書「チャーシューの月」外購入の支出について
12,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校案内　印刷の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 普通科現場実習講師謝礼金の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部現場実習講師謝礼の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部現場実習講師謝礼の支出について
4,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部　前期現場実習講師謝礼の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス器具取替工事の支出について
14,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ピーラー　外１点　購入の支出について
12,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シュレッダー　購入の支出について
35,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フロアシート　購入の支出について
214,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 小型湯沸し器　購入の支出について
28,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 図書管理ソフト　他　購入の支出について
84,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 方眼入りホワイトシート　外購入の支出について
114,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フラットクリンチステープラ　購入の支出について
6,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 シャッター取付補修工事の支出について
551,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール加圧給水ポンプ取替整備補修工事の支出について
283,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具補修工事の支出について
105,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館横埋設給水管漏水緊急補修工事の支出について
395,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 普通教室床補修工事の支出について
598,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 遊具補修の支出について
124,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館軒樋補修工事の支出について
190,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 シャワー用給水ポンプ他、補修工事の支出について
299,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 放送室ドア外補修の支出について
51,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関出入口鉄扉取替補修工事の支出について
282,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 インターホン新規設置工事の支出について
294,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 階段手摺取付工事請負の支出について
148,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 ２階各所網戸新設工事の支出について
157,521

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
36,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 木琴用スタンド購入の支出について
10,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
14,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
73,243

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
7,339

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 印刷機（リソグラフ印刷機）修理一式の支出について
25,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究用図書購入の支出について
27,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 常掲図（オーケストラの楽器）　購入の支出について
19,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 書画カメラ外購入の支出について
66,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 スクリーン　購入の支出について
91,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 ＷＹＳＨ教育指導者養成研修会　参加費（８／９）の支出について
276,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 先生のためのことばセミナーの参加費（８／１１）の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
18,551

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 田んぼ作り（５年体験学習）の講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習の講師謝礼にかかる経費の支出について
35,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習の講師謝礼にかかる経費の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 田んぼ作り（５年体験学習）の講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 研修会講師謝礼の支出について
9,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる付添指導員謝礼金の支出について
19,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
281,747

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックスの購入の支出について
46,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ使い捨てパドル購入の支出について
9,450
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビート板　外購入の支出について
60,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 解熱鎮痛薬外購入の支出について
26,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤　外　購入の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角材外購入の支出について
56,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カウンター購入の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塩化ナトリウム他購入の支出について
75,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板　外購入の支出について
20,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ　外購入の支出について
74,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札入れ　外　購入の支出について
28,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペチュニアの苗　購入の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすうしんだんのまとめの購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 黒土　外の購入の支出について
67,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示板　外　購入の支出について
57,606

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「さんすう　しんだんのまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マフラー外（ＧＨＰ修理部品）購入の支出について
161,721

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語・書写デジタル教科書購入の支出について
330,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビブス外購入の支出について
57,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　他　購入の支出について
81,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修繕部品「ミキサー」外購入の支出について
38,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
867,951

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 移植ごて外購入の支出について
49,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
2,011,979

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
1,401,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バックルコンテナ他購入の支出について
20,979

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすうしんだんのまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パイプ椅子　外（集約物品）購入の支出について
355,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙他購入の支出について
77,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「社会科の診断ーまとめと考察ー」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 課題図書「メガネをかけたら」外購入の支出について
16,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 四つ切り色画用紙購入の支出について
88,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙外購入の支出について
82,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「さんすう　しんだんのまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 救急鞄・外科ピンセット他購入の支出について
52,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マルチサイドダイブボール　他の支出について
85,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ページヘルパー外購入にかかる経費の支出について
41,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「さんすう　しんだんのまとめ」の購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラジオペンチ他購入の支出について
42,689

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ　外　購入の支出について
28,497

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ　他購入の支出について
23,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
1,697,989

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
190,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「さんすう　しんだんのまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトドッジボール外購入の支出について
51,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「さんすう　しんだんのまとめ」　購入の支出について
2,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会のしんだん－まとめと考察－の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすうしんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ部品（スタータ外）購入の支出について
57,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
34,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
44,906

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
1,990,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽鑑賞用ＤＶＤ４年外購入の支出について
26,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 炭酸水外購入の支出について
18,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイルボックス外購入の支出について
47,073

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすうしんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ　外購入の支出について
90,961

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼ノート・フロアーマット外の支出について
33,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断－まとめと考察－　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 透明ガラス外購入の支出について
133,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「さんすうしんだん６０年のまとめ」購入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙ほかの購入の支出について
69,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料外の購入の支出について
46,221

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大判インクジェットプリンタ用紙外購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳｏｎｇｓａｎｄｃｈａｎｔｓＣＤ外購入の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド外購入の支出について
46,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷器用マスター購入の支出について
196,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 算数しんだんのまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 センサー水栓購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブロック、セメント、砂、鉄筋購入の支出について
40,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすうしんだんのまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光管　外　購入の支出について
159,993

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機噴射ホース　外購入の支出について
28,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすうしんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性顔料マーカー　他　購入の支出について
114,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙　他　購入の支出について
73,087

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス樹脂外購入の支出について
67,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サッシ戸車　購入の支出について
27,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすうしんだんのまとめ１冊購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめの支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすうしんだんのまとめの支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 本「さんすうしんだんのまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすうしんだんのまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすうしんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断　まとめと考察購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 南恩加島新聞印刷の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 こどもめいじ１学期印刷の支出について
34,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞１学期印刷の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期分）印刷の支出について
37,327
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞「はなてん新聞」一学期号印刷の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞　１学期号　印刷の支出について
35,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）の印刷の支出について
46,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
52,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞の印刷の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期分）印刷の支出について
25,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
41,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
49,087

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
47,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス割れ替えの支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室フード等点検補修清掃の支出について
66,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス栓漏れ修繕工事の支出について
29,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール洗眼用給水管補修工事の支出について
160,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東門通用口扉修繕工事の支出について
69,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
3,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理及び部品交換の支出について
39,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動パンチ　外　修理の支出について
13,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　皮剥機修理の支出について
41,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ジャノメミシンの修理の支出について
19,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 職員室業務用金庫鍵　修理の支出について
124,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　回転釜修理の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
40,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 書画カメラ修理の支出について
38,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷蔵庫修繕の支出について
13,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 カールコードレス電話機修理の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
51,723

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳購入の支出について
10,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用コッペパン外購入の支出について
10,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル料外の支出について
525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル料外の支出について
4,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除用　薬剤散布業務委託の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫購入の支出について
98,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 印刷機購入の支出について
275,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 排水管清掃機　購入の支出について
118,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ポプラディア情報館」外購入の支出について
386,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書メガネをかけたら他購入の支出について
30,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書館用図書「メガネをかけたら」外購入の支出について
114,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おさるはおさる」外購入の支出について
318,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ペンキ　外購入の支出について
44,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 美術科油性ペン外購入の支出について
11,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　外　購入の支出について
39,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲーム用ベスト外３点購入の支出について
23,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラシックギター用弦購入の支出について
18,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
81,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアシート（仕様書）購入の支出について
228,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け扇風機購入の支出について
24,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルラッククリアシート　購入の支出について
17,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤外の購入の支出について
62,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
644,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーニングボール　他　購入の支出について
50,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｑ－Ｕアンケート実施にかかる参考資料書籍の購入の支出について
4,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布ガムテープ　外購入の支出について
11,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用抵抗　外の購入の支出について
33,831

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学級旗用白布　外の購入の支出について
73,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　外購入の支出について
20,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書「全国高校入試」外購入の支出について
8,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プールろ過装置修理用スラリーコック購入の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイト電球外購入の支出について
87,391

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビーボール外購入の支出について
35,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙外購入の支出について
48,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル樹脂コート剤購入の支出について
24,129

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球練習球購入の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他購入の支出について
91,259

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ外購入の支出について
59,409

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パイプ椅子　外（集約物品）購入の支出について
1,410,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 作戦盤他購入の支出について
29,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
607,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
113,379

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーブックの購入の支出について
60,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
547,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルカセットデッキ購入の支出について
34,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
1,204,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
588,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球（トレーニングボール）外購入の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グレーチング購入の支出について
80,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
51,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 学級写真の焼き増しの支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館天井ボード点検及び補修工事の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ホワイトボード貼替工事の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
88,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 パワーアンプ修理一式の支出について
53,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
21,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスクラリネットの修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート　外　修理の支出について
76,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホルン他楽器修理の支出について
99,981

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
40,845
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
53,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミキサー　修理の支出について
7,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 下福島グランド使用にかかる使用料（８／９）の支出について
165,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
149,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 漫画文庫「天空の虹」外の購入の支出について
12,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 美術科７月分モデル謝礼の支出について
62,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
264,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
393,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
1,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
212,971

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
224,251

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 パイプ椅子　外（集約物品）購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 普通科現場実習講師謝礼金の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部　前期現場実習講師謝礼の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部　前期現場実習講師謝礼の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部　前期現場実習講師謝礼の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（６月分）　　　　　　　　　の支出について
171,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
18,973

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
83,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教師用大型算数セットほか購入の支出について
39,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 妊娠模型（胎児にんぎょう）他の購入の支出について
48,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 工作マット外購入の支出について
34,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ビデオ　パン工場を見てみよう　外購入の支出について
129,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 支柱カバー（バレーボール用）外購入の支出について
231,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 テーブル外購入の支出について
144,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 運搬ケース　購入の支出について
5,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カラー大玉購入の支出について
52,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 会議用椅子外購入の支出について
51,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 目土外購入の支出について
47,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ボンゴスタンド　外購入の支出について
28,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子ホッチキス他購入の支出について
221,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 埋設部分バルブ取替及び給水管改修工事の支出について
315,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール排水バルブ補修工事の支出について
197,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガスヒートポンプ（ＧＨＰ）部品取替工事の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 塀他補修工事の支出について
129,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール用受水槽定水位弁取替工事の支出について
199,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室エアコン修理の支出について
40,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 グラウンド防球ネット補修工事の支出について
299,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 フレンド教室１．２畳入替えの支出について
109,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火用高架水槽及び消火管漏水補修の支出について
348,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ改修工事の支出について
157,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ボンゴスタンド　外購入の支出について
168,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー購入の支出について
75,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ペンキ外の購入の支出について
32,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワックスの購入の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 歯磨き指導模型　購入の支出について
7,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
22,470
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 国語デジタル教科書の購入の支出について
339,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 書画カメラ　外の購入の支出について
104,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ７月分実習講師謝礼の支出について
42,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室窓用網戸購入の支出について
191,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯牙保存液　外　購入の支出について
11,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットカートリッジ購入の支出について
25,987

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 逆上がり補助板　購入の支出について
48,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知票用ファイルの購入の支出について
92,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木材他　購入の支出について
37,821

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 糸ラーグ外購入の支出について
8,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアーワックス外購入の支出について
110,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 人体図外購入の支出について
106,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断ーまとめと考察ー　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マリンバ用毛糸巻マレット外の購入の支出について
18,711

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断―まとめと考察―　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベルトの購入の支出について
19,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メトロノーム外購入の支出について
85,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ用ハンガー　購入の支出について
282,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアチェスト　外８点の購入の支出について
98,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニップルセット　外購入の支出について
68,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティッシュペーパー　他　購入の支出について
40,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＶＡのり　他購入の支出について
98,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 時計外購入の支出について
30,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シリコンヘラ　外購入の支出について
86,737

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「社会の診断ーまとめと考察ー」の購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断ーまとめと考察ー　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂製スパテラ購入の支出について
28,203

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁・ミシン糸・ミシン針外購入の支出について
37,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外購入の支出について
71,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジョウロ　外購入の支出について
40,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 讀賣新聞購読料（４月～６月）（朝刊のみ）の支出について
11,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 強力パンチ　他の支出について
68,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土　外購入の支出について
52,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習熟プリント　外購入の支出について
26,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホテルパン　購入の支出について
62,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム車輪外購入の支出について
31,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カートリッジインク　外購入の支出について
71,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 脊柱模型外購入の支出について
288,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーファイル　外購入の支出について
87,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホースリール　外の購入の支出について
65,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館用モップスペア購入の支出について
7,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
63,777

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター（Ａ３）購入の支出について
213,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知票保管用スチール書庫　購入の支出について
52,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断ーまとめと考察ーの購入の支出について
2,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ外購入の支出について
103,089

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットコンテナ外購入の支出について
61,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エコパネル外購入の支出について
76,881

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドマーク　購入の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外の購入の支出について
184,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平鍬購入の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインドの購入の支出について
72,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断　まとめと考察　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘヤーキャッチャー蓋購入の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰　２０ｋｇ６０袋購入の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 みょうばん　外　購入の支出について
111,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断「まとめと考察」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯　外　購入の支出について
14,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヨウ素液外購入の支出について
53,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ　外の購入の支出について
74,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車の購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ディスプレイ切替機外２点　購入の支出について
31,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木床用水性ワックス外の購入の支出について
26,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機紙パック外購入の支出について
15,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール残留塩素測定器購入の支出について
13,209

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター購入の支出について
113,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４～６月分）の支出について
11,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ授業研究シリーズ外の支出について
53,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料外の支出について
29,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 座敷ほうき　他の支出について
54,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断－まとめと考察－購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 袋　４５Ｌ　外　購入の支出について
172,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
296,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
43,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞１学期分　印刷の支出について
10,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
51,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 「学校新聞」印刷の支出について
34,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
36,697

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ６－３・３－１の教室ガラス入替補修工事の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
17,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
24,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室フード分解洗浄工事の支出について
74,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２階　１年１組教室前扉ガラス入替工事の支出について
2,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 外灯漏電補修工事の支出について
17,031

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 テレビ受信不良修理の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 倉庫シャッター補修の支出について
25,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎窓ガラス破損入替補修の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過機フィルター補修工事の支出について
51,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南館ブレーカー補修工事の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室木製建具（窓・扉）調整補修の支出について
36,435
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 分電盤内ブレーカーの取替修理の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 「骨と筋肉の動き実験器」修理の支出について
2,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 コードレス多機能電話機　修理の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂鉄扉鍵取替修理の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 断裁機修理の支出について
29,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫　修理の支出について
21,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　消毒保管機修理の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
97,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 シュレッダー修理の支出について
59,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 自在スパウト　修理の支出について
9,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 音声調整卓修理の支出について
60,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターホン交換工事の支出について
130,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫の修理の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 玄関インターホン修理の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（６月分）　　　　　　　　　　の支出について
29,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル回収料の支出について
2,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル回収料の支出について
2,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 給食室　害虫駆除業務委託の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全自動洗濯機の購入の支出について
76,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 包丁・ミシン糸・ミシン針外購入の支出について
185,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入にかかる経費の支出について
136,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
153,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
483,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「校庭のざっ草」外購入の支出について
231,929

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書／野はらのマヌエロ　他　購入の支出について
117,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「メガネをかけたら」外　購入の支出について
42,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　おこる他購入の支出について
280,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書（メガネをかけたら）他の購入の支出について
70,887

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「三国志　全５巻」外購入の支出について
63,473

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「コミック版　日本の歴史」外購入の支出について
91,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料（甲種）の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ７月分作業療法士講師謝礼の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平和学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平和・人権学習にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 半紙外購入の支出について
97,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック　購入の支出について
24,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルカリボタン電池　他購入の支出について
83,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布（仕立旗）　外購入の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マス目模造紙　購入の支出について
10,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てゴム手袋外購入の支出について
42,193

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーケント紙　外　購入の支出について
54,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール、外購入の支出について
184,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
29,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
420,840
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球用ネット　外　購入の支出について
55,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チェーンソー　購入の支出について
21,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　他購入の支出について
36,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタートナー　外購入の支出について
42,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス　外の購入の支出について
19,257

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙（薄口）外の購入の支出について
39,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　　購入の支出について
79,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック　外　購入の支出について
103,341

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水温計の購入の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
18,637

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布テープ外購入の支出について
17,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用インク６色パック外購入の支出について
64,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球ボール　外購入の支出について
47,229

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯　外購入の支出について
10,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コーナープレート他　購入　の支出について
36,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルクリップ外購入の支出について
65,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 はさみ　外　購入の支出について
54,153

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　購入の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 人体解剖模型外購入の支出について
83,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー購入の支出について
34,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞の印刷の支出について
34,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 クラブハウス扉ガラス破損補修工事の支出について
19,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ室内機高圧薬品洗浄の支出について
72,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,433

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 受水槽定水位弁補修工事の支出について
26,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 クラブハウス窓ガラス破損補修工事の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アルトサックス修理の支出について
21,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
24,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳購入の支出について
5,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポーツタイマー　購入の支出について
102,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
105,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「金閣寺」ほか　２０７点　購入の支出について
253,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｃ科実習用（切断砥石）の購入の支出について
24,937

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 産業教育関係執務提要追録購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター用トナーカートリッジ購入の支出について
74,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニル絶縁電線他購入の支出について
18,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックカバーフィルム他購入の支出について
41,779

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 時刻表８月号購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 感光基板外の購入の支出について
16,653

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｍ科溶接実習用溶接棒の購入の支出について
15,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＡＮハブ　他の購入の支出について
52,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 センタードリル他購入の支出について
147,031

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 杉ＫＤ　他の購入の支出について
40,530
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用消臭芳香剤他購入の支出について
6,961

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン修理用部品購入の支出について
33,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインドの購入の支出について
23,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパの購入の支出について
18,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリント基板作成装置用カッタ外の購入の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アオニスの購入の支出について
6,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 新学校案内印刷の支出について
126,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 食堂厨房照明器具取替修理の支出について
19,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 空調補修工事の支出について
42,414

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館屋上漏水補修工事の支出について
147,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 チェスト・ウェイト用ワイヤーの修理の支出について
40,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「キリン」ほかの購入の支出について
84,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「夢を売る男」外の購入の支出について
41,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板　他　購入の支出について
8,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ　購入の支出について
32,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ろうそく外購入の支出について
33,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 レインボー刺し子外購入の支出について
78,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 業務用ポリ袋外購入の支出について
77,463

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断―まとめと考察―購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室　外　照明器具　取替補修の支出について
119,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋上プール用給水バルブ　点検補修の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル一眼レフカメラ修理の支出について
4,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 しゃもじ外購入の支出について
297,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シュレッダーの購入の支出について
6,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 木の実穴あけ器他購入の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ブルーレイレコーダー　購入の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 書庫（事務机下用キャスター付）購入の支出について
124,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 しゃもじ　購入の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 拡声器購入の支出について
13,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドッジボール購入の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 洗濯機　購入の支出について
44,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鉄杭　の購入の支出について
24,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
116,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 学習用ＣＤ絵本　外の支出について
7,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 木工用のこぎりほかの購入の支出について
48,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 デザイン教育研究所　換気扇カバー設置工事の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 Ｂ・Ｃ棟２階普通教室壁掛式扇風機取替工事の支出について
258,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 放送設備外移設工事の支出について
118,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ケーブル取付台補修工事の支出について
81,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス破損入替工事の支出について
20,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 漏水にかかる校舎屋上防水補修工事の支出について
549,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 保健室ＧＨＰフロン漏れに伴う配管修理の支出について
208,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 両袖机（仕様書）購入の支出について
244,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 線スペクトル光源装置購入の支出について
168,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 Ｅ♭クラリネット、他購入の支出について
228,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電源装置　購入の支出について
285,012
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
11,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
30,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 指導力向上研修会にかかる講師謝礼金の支出について
16,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 版画板外購入にかかる経費の支出について
72,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレット端末　購入の支出について
387,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平和・人権学習にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 コーチング講座にかかる講師謝礼金の支出について
22,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスライサー用刃物の購入の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テラコッタ粘土外購入の支出について
263,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　購入の支出について
32,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホーキ（アルミ柄）外購入の支出について
64,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 毎日新聞４～６月分購読料の支出について
11,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水中ポンプ購入の支出について
16,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 柄付きたわし　外購入の支出について
12,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　外　購入の支出について
46,389

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断－まとめと考察－１冊購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイクロホン　購入の支出について
29,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 薬用泡ハンドソープ外購入の支出について
66,991

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用塩素剤の支出について
32,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修繕部品購入の支出について
19,267

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペイントうすめ液外購入の支出について
60,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食器洗い洗剤　購入の支出について
2,499

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断ーまとめと考察ー購入の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド外３件購入の支出について
56,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス購入の支出について
30,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はかり外購入の支出について
121,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「さんすう　しんだんのまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆外の購入の支出について
37,947

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料外購入の支出について
45,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体温計　外購入の支出について
19,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＳＢ延長ケーブル外購入の支出について
20,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニッケル水素バッテリ　外　購入の支出について
24,003

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤外購入の支出について
59,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺虫剤　購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス炊飯器購入の支出について
67,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽半長靴他購入の支出について
177,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質他購入の支出について
181,029

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス外購入の支出について
118,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チェーンソー替刃他２点の購入の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「社会の診断－まとめと考察－」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断－まとめと考察－の購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レターケース他購入の支出について
323,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 あわエコポンプ外購入の支出について
17,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マンガン乾電池　外　購入の支出について
24,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ　外購入の支出について
15,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食缶（１０リットル）購入の支出について
75,297

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹木害虫駆除剤購入の支出について
64,491

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤプレーヤー　他１点　購入の支出について
88,567
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刈り込みバサミの購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンターインク外の購入の支出について
85,203

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル外の購入の支出について
45,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ電極パッド購入の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験用ガスコンロ　他購入の支出について
117,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断ーまとめと考察ー購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キーボードカバー外購入の支出について
87,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電機湯沸しポット外の購入の支出について
30,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
264,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実用鍋外購入の支出について
64,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙他購入の支出について
166,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 全量噴射式エアゾール殺虫剤外購入の支出について
14,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自動水やり器外購入の支出について
14,437

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つや出しニス　外　購入の支出について
92,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｑ－Ｕアンケート用紙の購入の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすうしんだんのまとめの購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さつまいも苗の支出について
1,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他１０点購入の支出について
92,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防水シーツ外購入の支出について
112,254

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インターホンの購入の支出について
84,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メッシュバスケットの購入の支出について
26,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 屋内用マット購入の支出について
9,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
553,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学級新聞　「すがはら」　印刷　の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
40,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
33,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期号）印刷の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）の印刷の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室照明補修工事の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室建具補修工事の支出について
19,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室エアコン室内機整備点検修理の支出について
72,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール　バルブ取替及び配管改修工事の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室フード等補修分解清掃工事の支出について
51,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室ダクト清掃の支出について
46,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 新館１階男子トイレ窓ガラス補修工事の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 正面玄関扉板硝子入替補修工事の支出について
3,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂出入口鉄扉ガラス入替工事の支出について
37,023

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室給湯ボイラー補修の支出について
60,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋上プールへの給水不良点検及び補修工事の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス破損補修工事の支出について
25,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南校舎２階教室（２１７）木枠窓ガラス補修の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 テレビ回線修理（ブースター取付工事）の支出について
47,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館４階廊下窓ガラス補修工事の支出について
11,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室排気フード分解清掃作業の支出について
56,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
24,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室グリストラップ清掃工事の支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
36,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン他修理の支出について
115,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理にかかる費用の支出について
20,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 エアコン修理の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫点検・修理の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン修理外の支出について
32,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスケット台（移動式）ボード取替修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳び箱頭部布補修の支出について
13,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動台キャスター修理の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン修理の支出について
60,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機ＳＣＣ１０２Ｇ修理の支出について
142,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＭＤデッキ　修理の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ３階男子トイレ洋式大便器詰り修理の支出について
43,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 金庫ダイヤル錠修理の支出について
7,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機修理の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル　収集運搬費、回収料金の支出について
3,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル回収料　他の支出について
1,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル回収料　他の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル　収集運搬費、回収料金の支出について
4,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 Ｑ－Ｕアンケート用紙診断料の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 林間学習にかかる六甲山牧場入場料（８／１３）の支出について
2,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫の購入の支出について
71,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
97,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
288,981

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まちんと」外購入の支出について
201,273

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「メガネをかけたら」外の購入の支出について
32,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「メガネをかけたら」他　購入の支出について
13,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書館用図書　日本の伝統芸能　他購入の支出について
251,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おむすびころりん」外の購入の支出について
270,427

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「メガネをかけたら」他の支出について
38,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 少林寺拳法用　胴　購入の支出について
77,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプの購入の支出について
29,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 修正液ほか購入の支出について
52,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紅白帽外購入の支出について
26,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
392,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アーチファイル外５点購入の支出について
56,857

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アローカリア集成材外１３点購入の支出について
169,617

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 つい立て外購入の支出について
72,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 中学道徳①きみがいちばんひかるとき外２点購入の支出について
103,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ジョイントマット　購入の支出について
85,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 残留塩素測定器　外購入の支出について
10,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校経営の危機管理（追録）購入の支出について
2,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット他購入の支出について
53,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　他　購入の支出について
34,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球ラケット　外購入の支出について
178,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇購入の支出について
72,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 不織布フェイスマスク　他の支出について
30,009
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野球部背番号購入の支出について
10,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール部ユニフォーム購入の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナー　購入の支出について
26,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外の購入の支出について
70,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キーハンガー外購入の支出について
58,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外（集約物品）購入の支出について
5,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用　インク　外　購入の支出について
133,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外　購入の支出について
72,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 厚手更紙（Ａ４）　購入の支出について
22,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　ユニフォーム　外　購入の支出について
31,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス破損補修の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 第二理科室・理科準備室蛍光灯取替工事の支出について
142,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 校長室鍵取替工事の支出について
17,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ排水管通管整備工事の支出について
72,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザープリンター修理の支出について
43,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アルトサックス外修理の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ２－３天井扇風機修理の支出について
84,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 校長室　金庫　修理の支出について
38,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 エレキギター修理の支出について
9,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピッコロ　他　修理の支出について
42,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 テプラテープ　他の購入の支出について
32,907

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スノコ購入の支出について
65,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プール水質検査試験紙の購入経費の支出について
6,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
22,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 指導要録印刷の支出について
16,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 血液型実験セット外の購入経費の支出について
118,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビーボールの購入の支出について
62,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 第二体育館トイレ漏水・つまり修理の支出について
70,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 機械科研究室錠前取替補修の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 普通教室コンセント不良個所の緊急工事の支出について
8,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２号館２階家庭科準備室水栓取替工事の支出について
34,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 １号館南階段２階手洗い場排水管修理の支出について
88,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 音楽準備室用エアコン高圧洗浄処理手数料の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
59,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室ＧＨＰ修繕部品購入の支出について
47,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 廊下床面補修工事の支出について
114,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 熱電対　購入の支出について
53,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 レーザープリンターの購入の支出について
11,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 充電式噴霧器購入の支出について
37,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 遮音カーテン購入の支出について
56,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラの購入の支出について
117,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　購入の支出について
142,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）他１点購入の支出について
14,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤポータブルシステム外購入の支出について
149,310
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子血圧計外購入の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール（７号球）外４点の購入の支出について
71,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　ミキサーの購入にかかる支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子ピストル外購入の支出について
121,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 回転釜取替工事の支出について
378,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ修繕工事の支出について
190,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ６階総合実践実習室の空調機の修理の支出について
502,293

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ個室扉補修の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関インターホン配線補修の支出について
175,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館屋上外壁補修工事の支出について
858,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 漏水修繕工事の支出について
655,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 アルミステップ購入の支出について
214,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）他１点購入の支出について
206,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 耐火金庫購入の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタルビデオカメラの支出について
68,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 絵本（ちいさなかがくのとも１０Ⅱ）購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
20,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワイアレス・チューナ・ユニット　他１点購入の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 クーラー設置取替工事の支出について
274,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 インターホン基板交換修理の支出について
11,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 ワイアレス・チューナ・ユニット　他１点購入の支出について
117,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 家庭科研究に伴う布地購入（８／１４）の支出について
7,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ピアサポート研修　講師謝礼の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外の購入の支出について
24,803

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすうしんだんのまとめの支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ他購入の支出について
79,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バネ付トング　外　の購入の支出について
199,657

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 引違戸錠外購入の支出について
41,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援教育用パズル・外　購入の支出について
71,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 砥石　外　購入の支出について
33,411

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ外購入の支出について
34,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子外購入の支出について
15,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光ランプ　外　購入の支出について
14,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 世界の国旗カードゲーム外購入の支出について
43,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
292,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーＰＰＣ用紙　外購入の支出について
29,141

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス　外　購入の支出について
80,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふせん　外購入の支出について
130,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすうしんだんのまとめの支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
177,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知票外　印刷の支出について
39,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウィードアウト除藻液　外の購入の支出について
95,917

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断まとめと考察購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯　外　購入の支出について
18,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　他購入の支出について
25,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台所用漂白剤　他購入の支出について
74,375
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビート板２種３０枚購入の支出について
35,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他購入の支出について
136,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断ーまとめと考察ー購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 データー印　外購入の支出について
20,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベースボール　外　購入の支出について
31,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
85,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
159,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断―まとめと考察―の購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シャッター鍵　購入の支出について
10,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 安全帯外３点　購入の支出について
46,557

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ナチュラルカラーボックス他購入の支出について
31,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすうしんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水泳帽子　外　購入　の支出について
13,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用殺虫剤　外　購入の支出について
57,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色ケント紙外購入の支出について
52,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミスト扇風機購入の支出について
41,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン部品購入の支出について
47,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台所用スポンジ外購入の支出について
11,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 かるた購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 通知票外　印刷の支出について
19,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 階段下倉庫コンセント配線工事外の支出について
53,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 受水槽漏水修理工事の支出について
59,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂３Ｆ西出入口・１Ｆフロアガラス入替工事の支出について
40,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室照明器具取換工事の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子入替工事の支出について
1,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プレイルーム等漏水補修工事の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
28,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＣＤ／ＭＤシステム修理の支出について
21,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ボイラー修理の支出について
54,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室屋外冷蔵庫修理の支出について
11,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
69,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室シリンダー錠修理の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 北門オートロック修理の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 鉄棒補修の支出について
39,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
29,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機（電動）修理の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＣＤ／ＭＤラジカセ修理の支出について
19,929

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビハンガー設置業務委託の支出について
53,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 給食室　包丁とぎ　手数料の支出について
4,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学力調査　委託の支出について
195,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン　購入の支出について
87,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスマイクミキサー購入の支出について
38,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「メガネをかけたら」外　購入の支出について
80,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ふしぎなだまし絵の絵本」外購入の支出について
118,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「つち　どすん」外　購入の支出について
76,685

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
436,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子てんびん他購入の支出について
15,981
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ、外購入の支出について
81,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック外購入の支出について
47,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校事務質疑応答集１１４～１１６号　購入の支出について
6,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 南京錠外購入の支出について
37,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺購入の支出について
8,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
119,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鋼材　外　購入の支出について
280,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル（折りたたみ式）外購入の支出について
217,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他　購入の支出について
28,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホースリール　購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用洗剤　外の支出について
12,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル絵の具外の購入の支出について
115,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 動画編集ソフト　購入の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアホーキ外購入の支出について
82,782

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー　他　購入の支出について
14,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メラミンスポンジ　外　購入の支出について
40,173

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハチマキ　他　購入の支出について
25,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学生用机交換用天板　購入の支出について
96,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引き印刷の支出について
57,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 南館１～４階男女トイレ雨漏り補修の支出について
182,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 北サッシ下窓補修工事の支出について
7,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替えの支出について
6,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室・保健室コンセント増設補修工事の支出について
68,943

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール用貯水槽の電磁弁取替え工事費用の支出について
60,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館２階ＬＬ教室のすりガラス緊急補修の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 校務用パソコン修理の支出について
85,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機修理の支出について
45,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トロンボーン　他　修理の支出について
20,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
19,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
24,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 楽譜借入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「父ボース」他の購入の支出について
251,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「天空の少年ニコロ」　他購入の支出について
166,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カーテン外購入の支出について
40,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校内インターホン壁掛型２台外購入の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 キーボード外購入の支出について
139,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マット購入の支出について
36,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラジオ付ＣＤオーディオ外購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 エンジンヘッジトリマ購入の支出について
40,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 将棋セット外購入の支出について
30,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール　外　購入の支出について
39,669

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 発表ボード　暗線入り購入の支出について
187,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機購入の支出について
22,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内電話（インターホン）配線工事及び設置作業の支出について
551,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南側通用門補修工事の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室・準備室雨漏り及び内装補修の支出について
997,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 揚水ポンプ修理の支出について
166,971

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館西側南面外壁補修工事の支出について
840,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室天井漏水補修工事の支出について
107,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関前池の改修工事の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室ダクト清掃の支出について
74,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎屋上防水補修工事の支出について
149,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 シャッター・換気扇及び照明器具取替工事の支出について
248,881

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館天井補修工事の支出について
136,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３階多目的室他アルミ面格子取付補修工事の支出について
173,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 手洗場水栓外取替工事の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 集じん機　購入の支出について
82,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタル得点板　購入の支出について
64,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 視力計　外　購入の支出について
310,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アルコール（エタノール）　外（集約物品）購入の支出について
26,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 水性塗料他の購入の支出について
65,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シャボン玉液外購入の支出について
40,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機インク他１件の購入の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 セメント外の購入の支出について
21,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワックスの購入の支出について
20,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 芝生苗の購入の支出について
9,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 滑り台床（踊り場）張替工事の支出について
197,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「キャリア教育」にかかる講師謝礼金の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめの購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう診断のまとめ　印刷実費の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デザインカッター外購入の支出について
128,521

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断－まとめと考察－購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カッター　外購入の支出について
90,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刷毛　外購入の支出について
15,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外　購入の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 赤玉土　外の購入の支出について
244,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒薬他購入の支出について
27,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトペン用インク　他　購入の支出について
41,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 棒付たわし　他購入の支出について
73,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トゥホ外購入の支出について
16,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白ケント紙外購入の支出について
172,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール（エタノール）　外（集約物品）購入の支出について
870,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デッキモップ外購入の支出について
151,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 救急鞄　外購入の支出について
24,901

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布外購入の支出について
65,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシールほか　購入の支出について
33,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 配膳台　外（集約物品）購入の支出について
749,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ツイン蛍光灯外購入の支出について
24,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 あたらしいこくご１年下　教師用指導書外　購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 集成材　他購入の支出について
110,250
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞「かわきた」印刷の支出について
31,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ５年教室窓ガラス補修の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 排水管漏水修理の支出について
16,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室前窓ガラス取替補修工事の支出について
7,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ページセッター修理の支出について
12,253

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 なかよし教室畳表替えの支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 桜の木の剪定の業務委託の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫防除業務委託の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 配膳台　外（集約物品）購入の支出について
231,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「てんぷらぴりぴり」他購入の支出について
213,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 音楽科講座受講にかかる会費（８／１６）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール（エタノール）　外（集約物品）購入の支出について
292,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼ケント紙外購入の支出について
95,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
17,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロア樹脂ワックス（教室用）外購入の支出について
135,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 音多多重パート練習用ＣＤ　購入の支出について
28,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ外購入の支出について
36,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラス用洗剤他の購入の支出について
25,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷蔵庫の購入の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パラパラまんがノート外購入の支出について
33,097

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス取替工事一式の支出について
33,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫　リサイクル・運搬料の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫　リサイクル・運搬料の支出について
4,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ外購入の支出について
210,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料（新規）甲種の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 福祉ボランティア科特別非常勤講師謝礼の支出について
100,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 福祉ボランティア科特別非常勤講師謝礼の支出について
120,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 国際観光系列「観光概論講座」にかかる講師謝礼金の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 扇風機他購入の支出について
51,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 会議室用空調修理部品ガスケット外購入の支出について
119,563

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール（エタノール）　外（集約物品）購入の支出について
10,179

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 高等学校生徒指導要録の印刷の支出について
28,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 国語科用クリアファイルほか購入の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルライター用テープ外購入の支出について
54,311

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒他　購入の支出について
34,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ティーバッティングフェンス用ネット購入の支出について
17,199

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室棟３・４階女子トイレブース扉補修工事の支出について
32,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫買い替えに伴うリサイクル回収料の支出について
3,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫買い替えに伴うリサイクル回収料の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 スポーツテストデータ処理業務委託の支出について
142,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 廃棄物収集処理業務委託（臨時）の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「プリズム」他購入の支出について
111,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 釉薬外購入の支出について
62,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアポケット外購入の支出について
99,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 グランドピアノカバー外購入の支出について
65,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ　購入の支出について
51,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東館男子トイレ便器取替工事の支出について
47,722
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 トレーキャビネット購入の支出について
53,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 合奏用アコーディオン　購入の支出について
123,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ステンレスワゴン購入の支出について
27,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワックス購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
5,943

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 補充用糊外購入の支出について
51,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
7,749

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プール塗装用のペンキ購入の支出について
23,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス購入の支出について
10,437

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プリンターインクジェット　購入の支出について
18,783

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
14,857

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
17,703

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
5,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 水性エナメルカラー購入の支出について
17,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
10,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
2,971

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 総合遊具の撤去工事・修繕工事の支出について
231,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 害虫駆除作業の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 保育室ドアガラス入れ替え工事の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学び合いの講義にかかる講師謝礼金の支出について
7,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究指導にかかる講師謝礼金の支出について
13,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援　ワークショップの講師謝礼金の支出について
20,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 近畿放送教育夏季特別研修会他における資料購入の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　外　購入の支出について
325,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
3,874

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教材ＤＶＤ購入の支出について
51,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 クラフト封筒購入の支出について
3,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ポータブルオーディオ　他購入の支出について
206,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ｉＰａｄ２　外購入の支出について
270,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度理科教員野外研修会施設使用料の支出について
6,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　外　購入の支出について
229,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 教員研修プログラム受講にかかる経費（８／１７）の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 近畿放送教育夏期特別研修会参加費の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ７月分実習講師謝礼の支出について
34,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝統文化体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝統文化体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算による校内研修の講師謝礼金の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 教職員研修会（人権教育）にかかる講師謝礼金の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 書写学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角型ペール外購入の支出について
29,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
57,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 赤ちゃん人形の購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自在水栓外購入の支出について
34,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キャスター　外７点の支出について
23,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
448,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふせん　外購入の支出について
53,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 解剖顕微鏡　外購入の支出について
226,260
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤ／ＵＳＢ／ＣＤラジオ　購入の支出について
69,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 携帯用電池式虫よけ外の購入の支出について
11,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスティック手袋外購入の支出について
22,521

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリバケツ購入の支出について
10,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 産経新聞購読料　平成２５年４～７月分の支出について
15,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ　購入の支出について
66,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
107,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
294,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
218,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
38,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食缶外購入の支出について
71,809

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断－まとめと考察－の購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料　平成２５年４～７月分の支出について
15,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管・フラスコ外購入の支出について
40,606

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「お手玉・お金セット外購入の支出について」
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター　購入の支出について
88,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 山土購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 セアカゴケグモ対応殺虫剤の支出について
40,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書「理科」　他　購入の支出について
149,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 炊飯器内釜の購入の支出について
70,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チマチョゴリ　外購入の支出について
133,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘着ホウタイ　外購入の支出について
22,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯照明器具購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーレーザープリンタ用トナー外購入の支出について
64,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム外購入の支出について
84,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベビーホーキ外の購入の支出について
48,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断「まとめと考察」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ペンキ外購入の支出について
26,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調機修理用部品購入の支出について
14,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断－まとめと考察－の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
42,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用水性ワックス　購入の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コーヒーカップ・スプーン購入の支出について
29,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル温湿度計・手洗い指導用ＤＶＤ購入の支出について
12,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バランスボール　外　購入の支出について
154,234

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床ワックス購入の支出について
36,487

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軍手　外購入の支出について
28,623

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 扇風機外購入の支出について
67,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ用部品購入の支出について
178,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗装用下地材外購入の支出について
118,461

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断－まとめと考察－購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用薬剤購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン（ＧＨＰ）部品代の支出について
49,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マサ土　他購入の支出について
71,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめの支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺虫剤　外購入の支出について
40,735
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 回転椅子　外（仕様書）購入の支出について
812,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ－Ｒ　購入の支出について
5,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表印刷の支出について
38,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「理科の診断のまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テレビブースターの購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　外購入の支出について
36,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会のしんだん‐まとめと考察‐　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 音読集「すいしゃ」・セラミド購入の支出について
32,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耳鏡　外　購入の支出について
147,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛扇風機の購入の支出について
121,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外購入の支出について
55,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子ピストル　外購入の支出について
27,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフトテープ　他購入の支出について
257,341

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性サビ止め外購入の支出について
23,457

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ他購入の支出について
78,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピーキット購入の支出について
41,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ　外購入の支出について
73,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 外用消毒液外購入の支出について
22,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 幼稚園にはいったらクレヨン外支援学級用品購入の支出について
98,007

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリエチレン手袋　外購入の支出について
75,526

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メジャーカップ外購入の支出について
141,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　２３点　購入の支出について
180,039

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
77,259

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外　購入の支出について
20,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用排版ボックス購入の支出について
3,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
59,431

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス購入の支出について
139,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ひな段収納キャリー　外購入の支出について
54,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウインドウフィルム（ウイステリア）購入の支出について
57,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
115,889

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
69,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボイスレコーダーの購入の支出について
27,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックスの購入の支出について
158,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コーナーポイント　購入の支出について
29,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サクラメン手袋　　外の購入の支出について
89,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 糸ラーグ購入の支出について
14,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他購入の支出について
72,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 会所ハンドルの購入の支出について
19,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 亀の子たわし外購入の支出について
46,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ナイロンタワシ外購入の支出について
74,791

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰（スポーツライン）購入の支出について
8,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土他購入の支出について
18,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
75,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
92,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸殺虫剤外購入の支出について
32,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
53,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衣類乾燥機の購入の支出について
32,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクアンダーラック外購入の支出について
66,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
110,723

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
135,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体粘土　外の購入の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ターナー他購入の支出について
37,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断ーまとめと考察ー購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
68,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コハクリボンほかの購入の支出について
96,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テープカッター　外　購入の支出について
102,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラービニール袋外購入の支出について
86,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯　外購入の支出について
49,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
52,899

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）　印刷の支出について
38,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（１学期）印刷の支出について
34,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（７月分）　　　　　　　　　　の支出について
459,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 電気溶接機用電源補修の支出について
60,007

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
3,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西門北側外壁落書き復旧塗装工事の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３階男子トイレ和式便器改修工事の支出について
59,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 多目的室エアコン修理の支出について
20,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
2,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 管理作業員室の空調機の修理の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室排風機分解整備工事の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール揚水ポンプ修繕の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
45,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室ＧＨＰ室内機分解修理工事の支出について
112,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 玄関インターホン修理の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスケットボード取替修理の支出について
109,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室移動型水槽修理の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
20,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室網戸張替えの支出について
154,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 塔時計修理の支出について
80,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯乾燥機修理の支出について
8,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
30,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調機の修理の支出について
19,267

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷却水ポンプの修理の支出について
29,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
30,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
38,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳び箱布張替修理の支出について
9,933

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜点検修理の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ルームエアコン修理の支出について
10,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スチームコンベクション　修理の支出について
50,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室洗濯乾燥機修理の支出について
7,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子ホッチキス修理請負の支出について
23,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホワイトボード貼り替え修理の支出について
59,115
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 林間学習参加児童に係る諸経費（８月２１日）の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 衣類乾燥機リサイクル　収集運搬費、回収料金の支出について
2,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 包丁とぎ手数料の支出について
7,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 衣類乾燥機リサイクル　収集運搬費、回収料金の支出について
2,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 林間学習参加児童に係る諸経費（８月２１日）の支出について
73,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 分校給食室調理員室エアコンの購入の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ひな段収納キャリー　外購入の支出について
313,363

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 包丁まな板殺菌収納庫（集約物品）購入の支出について
157,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ドラムセット購入の支出について
60,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板ユニット購入の支出について
246,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食室向けエアコン購入の支出について
99,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 放送室用ワイヤレスチューナーほか購入の支出について
204,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 包丁まな板殺菌収納庫（集約物品）購入の支出について
315,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 家庭用エアコン購入の支出について
81,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ヒックとドラゴン」外購入の支出について
187,647

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ビジュアル図鑑セット」　外　購入の支出について
267,971

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「しりとりしましょ」外　購入の支出について
316,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書館用図書「かえるがみえる」他購入の支出について
322,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「メガネをかけたら」外購入の支出について
53,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「メガネをかけたら」外　購入の支出について
28,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「アルフィーのいえで」他の支出について
175,151

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「月よう日はなにたべる？」外購入の支出について
232,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「メガネをかけたら」外購入の支出について
52,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 扶助費　措置扶助金 ８月分生活指導訓練費の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール国際認定球他購入の支出について
27,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ステン皿ビス　外　購入の支出について
14,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ドレッサー　他　購入の支出について
68,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 漂白剤ほか購入の支出について
23,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フライパン　外　購入の支出について
135,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
5,943

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ドアノブ外購入の支出について
23,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
53,487

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
5,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け扇風機　購入の支出について
58,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスドラムヘッド　外　購入の支出について
132,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 管楽器手入れ用品　外　購入の支出について
16,569

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式噴霧器　購入の支出について
36,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニス練習用ネット外購入の支出について
74,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙雷管　外購入の支出について
52,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー（汎用）　購入の支出について
103,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
26,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布の購入の支出について
10,521

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シリコン製ゴム栓　外　購入の支出について
250,887

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水鳥シャトルコック　外の支出について
61,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式チェンソー、外購入の支出について
82,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式用ボール　他　購入の支出について
68,230
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 漢検過去問題集３級外の購入の支出について
9,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キッチンタオル　他　購入の支出について
20,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外購入の支出について
28,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットクリップ、他購入の支出について
70,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
410,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビート板　外　購入の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＡ用紙　外購入の支出について
134,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 全国高校入試問題ＣＤ－ＲＯＭ　購入の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットファイルＷ外購入の支出について
28,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 日本手拭購入の支出について
21,207

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外購入の支出について
43,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
59,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
63,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ファックス購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール　外購入の支出について
77,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻刀（丸刀）他　の購入の支出について
67,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自画像用鏡外の購入の支出について
28,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キャッチャーミット外の購入の支出について
48,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入試問題（英語）ＣＤ－ＲＯＭ購入の支出について
6,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 吹奏楽譜「あとひとつ」外の購入の支出について
51,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野球ボール、他購入の支出について
40,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
135,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性つや有り塗料　外　購入の支出について
68,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
174,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 はんだごて　外の購入の支出について
56,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 机上整理棚（仕様書）購入の支出について
344,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自由箒スペア外購入の支出について
62,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学級旗、他購入の支出について
40,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
209,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 版画作業板　外　購入の支出について
50,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤシステム購入の支出について
28,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２－２教室ガラス入替工事の支出について
9,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替修繕の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 南棟東側排水管取替修繕の支出について
48,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 調理室床修繕工事の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット修理の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 エレベーターホール出入口扉鍵の修理の支出について
19,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコンプリンター修理の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 校務支援ＩＣＴ活用事業用ＰＣの修理の支出について
66,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホルン他修理の支出について
17,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 網戸張替修理の支出について
9,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（フルート）の修理の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
17,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガスヒートポンプ（ＧＨＰ）修繕の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 林間学習参加生徒に係る諸経費（８月２１日）の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 吹奏楽コンクール楽器運搬の支出について
23,625
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
23,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
23,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
30,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 吹奏楽　楽器運搬の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器の運搬の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 アップライトピアノ調律手数料の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 電動裁断機　刃の研磨　手数料の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見にかかる有料道路代の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 林間学習参加生徒に係る諸経費（８月２１日）の支出について
44,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 充電式チェンソー、外購入の支出について
64,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 水鳥シャトルコック　外の支出について
68,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ビート板　外　購入の支出について
173,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「漫画家たちの戦争」外購入の支出について
378,289

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用蔵書購入の支出について
62,349

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「魔法使いハウルと火の悪魔」外購入の支出について
148,822

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「スーサ」外購入の支出について
344,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「いのちの森」ほか購入の支出について
332,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「チャーシューの月」外購入の支出について
296,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ＲＤＧ６」外の購入の支出について
313,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 扶助費　措置扶助金 ８月分生活指導訓練費の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 進路セミナー講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
46,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
47,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 賢人の日本語力外教授用書籍の購入経費の支出について
51,459

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 小切手帳外　購入の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光カーテン購入の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 「問答式学校事故の法律実務」追録購入の支出について
4,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ外購入の支出について
93,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
170,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
21,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
23,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
60,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
14,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 調理実習室鍵取替工事の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 武道館屋根漏水修理の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 産業廃棄物処理業務委託の支出について
86,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 スポーツテスト集計業務委託の支出について
124,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ビデオカメラ外購入の支出について
122,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部現場実習講師謝礼の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部現場実習講師謝礼の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部現場実習講師謝礼の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
5,943

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
10,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 社会科資料集　購入の支出について
8,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 エプソンインクカートリッジ購入の支出について
97,574
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 受水槽ポンプ室ボールタップ漏水修繕工事の支出について
49,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ベルタイマー購入の支出について
71,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 生垣バリカン　購入の支出について
18,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 熱中予防対策温湿度計　他　購入の支出について
18,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 インターホン　外（仕様書）購入の支出について
397,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 丸椅子　他購入の支出について
141,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 さすまた購入の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ホテルパン購入の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 収納ボックスの購入の支出について
20,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラグビーボール　購入の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 書画カメラ　購入の支出について
126,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 つい立ての購入の支出について
77,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 液晶テレビ　購入の支出について
212,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スタンド扇風機外購入の支出について
119,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール外購入の支出について
113,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 液晶テレビ購入の支出について
33,411

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室窓用カーテン購入の支出について
252,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール外購入の支出について
86,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 刈払機　購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マレット他購入の支出について
106,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鉛筆削り器外購入の支出について
39,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室及び図書準備室　床補修等工事の支出について
382,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 視聴覚教室音響設備配線修繕の支出について
107,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館廊下天井補修工事の支出について
278,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室用給湯ボイラー取替工事の支出について
538,482

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外汚水桝インバート修繕、手洗い場防水工事の支出について
218,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 インターホン設置（交換）工事の支出について
261,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２－２スリガラス入替工事の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室床樹脂加工工事の支出について
142,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 壁面補修工事の支出について
193,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置ブレーカー取替修理の支出について
110,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室床滑り補修工事の支出について
409,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室の窓用網戸取替補修の支出について
23,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外１階更衣室前給水管漏水補修工事の支出について
98,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場フェンス補修の支出について
330,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室回転釜取替工事の支出について
770,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調機修理部品取替の支出について
108,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室黒板張替工事の支出について
182,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給茶室配管補修工事の支出について
89,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ排水管通管整備工事の支出について
148,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール機械室天井・屋上補修工事の支出について
286,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 非常灯・誘導灯及び蓄電池取替補修工事の支出について
469,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室屋外止水栓漏水補修工事の支出について
420,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室ダクト清掃業務委託の支出について
70,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室排気ダクトの補修・点検・分解清掃の支出について
95,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 柔道用投げ込みマット購入の支出について
52,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 印刷機の購入の支出について
273,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 カウンター購入の支出について
57,700
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 テント（仕様書）購入の支出について
586,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫　購入の支出について
130,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 給食室用洗濯機購入の支出について
65,499

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プリンター　購入の支出について
24,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
24,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 脚付回転式ホワイトボードのみの購入の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
20,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷用インク（集約物品）購入の支出について
28,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 プール足洗い槽の漏水修繕工事の支出について
59,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 インターホン修理の支出について
11,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究指導にかかる講師謝礼金の支出について
9,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 夏季研修会にかかる講師謝礼金の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
24,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
84,157

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
28,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ｉ　Ｔｕｎｅｓカードの購入（８／１９）の支出について
25,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 臨海学習　指導補助員　謝礼金の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育研修会講師謝礼金の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる謝礼金及び交通費の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用水性ワックスの購入の支出について
55,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 天井吊下げ式「テレビハンガー」購入の支出について
81,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆削り器　外　購入の支出について
40,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 錆止め塗料他購入の支出について
38,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 すだれ他購入の支出について
29,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
19,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙外の購入の支出について
122,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカトリッジ他購入の支出について
90,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス購入の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸容器外購入の支出について
5,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 運動会用ＣＤ１枚外購入の支出について
90,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　他　購入の支出について
44,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
110,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙購入の支出について
68,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新しい算数５年上教師用指導書　他の支出について
17,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス外購入の支出について
122,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
86,467

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「算数１年」外購入の支出について
17,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
444,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はさみ外購入の支出について
39,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
1,346,521

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ３灯式照明器具購入の支出について
47,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水栓ワンタッチレバー　他購入の支出について
56,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
382,709

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 瞬間湯沸かし器購入の支出について
28,350



平成25年度（平成25年08月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷用インク（集約物品）購入の支出について
161,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修理部品　排ガス熱交換器　外４点　購入の支出について
79,747

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ１部購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
288,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外購入の支出について
31,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ホッチキス針外購入の支出について
56,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
20,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
785,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙他購入の支出について
37,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
78,057

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フレキシブルスタンド　他の支出について
76,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルタイマー　購入の支出について
85,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
41,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞の印刷の支出について
44,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替配線補修工事の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎ガラス入替補修の支出について
3,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
66,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
40,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＰＣ教室児童用椅子の張替修理の支出について
140,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合修理にかかる費用の支出について
38,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　冷凍庫の修理の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル処理手数料の支出について
7,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル法による洗濯機乾燥機の回収の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 エアコンリサイクル料　外の支出について
2,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル処理手数料の支出について
8,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル法による洗濯機乾燥機の回収の支出について
2,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 エアコンリサイクル料　外の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 包丁研ぎ外の支出について
43,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 吊下げ式「テレビハンガー」取付手数料の支出について
44,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 劇鑑賞会　公演業務委託の支出について
250,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
99,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食更衣室用エアコン購入の支出について
96,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 カラーレーザープリンタ購入の支出について
53,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ちいさなくれよん」他購入の支出について
132,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ことばあそびえほん」外購入の支出について
287,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「メガネをかけたら」外　購入の支出について
14,369

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「世界のむかしばなし」他　購入の支出について
77,841

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「チャレンジ・ミッケ」他購入の支出について
374,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター　他購入の支出について
222,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
762,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコックの購入の支出について
35,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 切断砥石　外購入の支出について
30,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入試問題集ＣＤ－ＲＯＭ　購入の支出について
23,071

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土他　購入の支出について
32,443
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
360,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
101,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
293,139

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コールドスプレー外購入の支出について
16,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
625,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 窓空き封筒印刷の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
19,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ファウル表示盤　外　購入の支出について
40,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パヂチョゴリ　購入の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
9,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スピーカースタンド外購入の支出について
78,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キャスター外購入の支出について
233,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 耳鏡外の購入の支出について
33,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サーモフォーカスプロ　他　購入の支出について
67,801

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
202,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケミカルスポイト外購入の支出について
34,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 洗剤　外購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷用インク（集約物品）購入の支出について
103,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓　外購入の支出について
20,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 階段用アートシールの購入の支出について
20,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボールユニフォームの購入の支出について
115,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 枕　外　　　購入の支出について
59,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープカートリッジ　他購入の支出について
26,019

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター外購入の支出について
65,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 温湿度計　外　購入の支出について
15,897

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外購入の支出について
75,099

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール書庫セット　購入の支出について
179,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館４階教室天井漏水補修工事の支出について
126,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館２階　プレイルーム後部黒板取替修繕の支出について
69,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 排煙窓開閉装置　修理の支出について
85,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホルン外楽器修理の支出について
92,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタイマ修理の支出について
15,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
19,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 草刈機修理の支出について
7,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
27,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 掃除機修理一式の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 重量物運搬の支出について
134,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬業務委託の支出について
26,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬料の支出について
26,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見の有料道路代（８／２０・２１）の支出について
21,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 防球フェンス（防球ネット）購入の支出について
233,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 枕　外　　　購入の支出について
220,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「どうぶつ感動ものがたり」外の支出について
175,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「どんぐりの家」外購入の支出について
244,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 就職セミナー講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷用インク（集約物品）購入の支出について
86,625
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 寝具入れ戸棚外　購入の支出について
39,973

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（集約物品）購入の支出について
300,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙の購入の支出について
15,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤の購入の支出について
6,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
288,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 サーバーの修理の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 寝具入れ戸棚外　購入の支出について
122,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部　前期現場実習講師謝礼の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 現場実習にかかる講師謝礼金の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 構音障害のある子どもの理解と支援外購入の支出について
27,147

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク（集約物品）購入の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 チューナーユニット・マイクロホン他購入の支出について
245,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 レターケース　他購入の支出について
126,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ガスバーナー外購入の支出について
305,529

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール他購入の支出について
48,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 発表ボードの購入の支出について
69,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　簡易検流計外購入の支出について
167,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 タブレット端末　購入の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室エアコン修理の支出について
215,481

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 木製ベンチ座板取替工事の支出について
226,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 鉄製ハンガー扉外補修の支出について
61,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 技術室　庇・樋・幕板補修工事の支出について
754,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給食室トイレ補修工事の支出について
363,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 北校舎・東校舎　２Ｆ・３Ｆ電話機設置工事の支出について
252,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ポータブルＰＡシステム購入の支出について
59,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 チューナーユニット・マイクロホン他購入の支出について
145,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 竹馬購入の支出について
37,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
3,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
24,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポスターカラー絵の具購入の支出について
32,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究指導にかかる講師謝礼金の支出について
11,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 日本太鼓外の支出について
41,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
141,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 日本太鼓外の支出について
264,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ７・８月分実習講師謝礼の支出について
68,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ７・８月分実習講師謝礼の支出について
68,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室床油購入の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめの支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール　外　購入の支出について
38,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カット粘着マグシート　外　購入の支出について
72,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
122,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
85,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトシーラー　外　購入の支出について
30,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室床用ワックス１８リットル１０缶購入の支出について
26,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マスクほか　の購入の支出について
42,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
119,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナー外購入の支出について
24,895



平成25年度（平成25年08月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「理科の診断のまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 男子トイレ表示錠購入の支出について
18,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 清掃用物品「ワックス」他の購入の支出について
66,129

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校道徳ＤＶＤソフト購入の支出について
144,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カッターナイフ他購入の支出について
64,539

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料外購入の支出について
47,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　購入の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめの支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「メガネをかけたら」他の購入の支出について
94,021

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 半紙他購入の支出について
126,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 滑り止め付ゴム手袋外購入の支出について
14,931

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ外購入の支出について
265,377

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 一輪車置場補修材料購入の支出について
61,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙外の購入の支出について
53,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯購入の支出について
3,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科しんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用システムソフト　外購入の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
689,966

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
66,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット付き２０玉そろばん　ほかの購入の支出について
27,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地球儀外購入の支出について
29,701

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断まとめと考察購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ごみ箱　購入の支出について
88,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 営繕作業用物品「ペンキ」他の購入の支出について
87,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール袋４５リットル外購入の支出について
26,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エアコン　外２件　購入の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットカートリッジ　外購入の支出について
38,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管パイプ　外の購入の支出について
376,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 バレーボール支柱の接続部分の補修の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置修理の支出について
49,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 空調設備補修（クーラーガス補充他）の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 一階南校舎照明スイッチ補修の支出について
21,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 家庭科教室流司排水管詰り補修の支出について
32,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 網戸設置工事の支出について
53,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
46,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 電気錠設備補修工事の支出について
30,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 空調設備修理の支出について
39,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場スピーカー配線補修工事の支出について
147,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図工室　外窓ガラス補修工事の支出について
12,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替工事の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４年２組窓ガラス外　ガラス割替　工事の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ詰まり修理及び便器破損取替工事の支出について
128,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 廊下天井灯スイッチ改修工事の支出について
67,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 網戸補修工事の支出について
19,950
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館３階男子トイレ照明スイッチ補修工事の支出について
15,382

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガスエアコン修繕工事の支出について
48,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 揚水ポンプ設備補修工事の支出について
144,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過機補修工事の支出について
99,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂出入口ガラス入替の支出について
11,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ水漏れ補修の支出について
14,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室水漏れ他補修工事の支出について
67,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂ガラス補修工事の支出について
30,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラスの補修及び、窓枠補修の支出について
49,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １年２組扉ガラス割替　工事の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールポンプ補修工事の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室扉ガラス入れ替えの支出について
7,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン修理の支出について
79,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜漏水修理の支出について
16,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プール排水口蓋ボルト修理の支出について
30,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス栓プレート取替え工事の支出について
13,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガスヒートポンプ修繕の支出について
67,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 運動場滑り台修理の支出について
92,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内内線設備　補修の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プール排水ふた修理の支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼物機修理の支出について
18,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷凍機検査の支出について
32,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除薬剤散布　業務委託の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習下見の入場料（１名分）（８／２１）の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ購入の支出について
357,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食室・管理作業員室用エアコン購入の支出について
202,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン　外２件　購入の支出について
70,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 鍵盤ハーモニカ外購入の支出について
133,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタルハンドル身長計外購入の支出について
97,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「あいうえおうさま」ほか購入の支出について
322,526

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「左足のポルカ」外購入の支出について
307,109

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 作業所体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
56,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 追録「教育法令集」購入の支出について
3,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
106,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 会所蓋他購入の支出について
18,081

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ペンキ外購入の支出について
19,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアワックス、他購入の支出について
36,351

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コールドスプレー、他購入の支出について
168,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 白プリント合板購入の支出について
10,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野球ボール　外購入の支出について
43,218

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ねじ絞り錠　購入の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 床油　外購入の支出について
69,363

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 道徳副読本「あすを生きる」１～３購入の支出について
231,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
39,690
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 瞬間冷却パック　外　購入の支出について
13,701

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
53,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用消毒剤　購入の支出について
78,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー（石灰）購入の支出について
18,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックカバー外の購入の支出について
138,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボックスファイル　外　購入の支出について
77,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チューナーユニット購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフトテープ外購入の支出について
15,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 寄木ボックス外１点購入の支出について
28,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野球ボール　外　購入の支出について
49,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
208,509

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子入替工事の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館２階更衣室の石目ガラス緊急補修の支出について
17,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館天井補修工事の支出について
38,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 バドミントン支柱用床金具補修工事の支出について
16,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
17,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館２階男子トイレ漏水補修工事の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
35,217

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トランペット　外　修理の支出について
26,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット修理の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホルン、外修理の支出について
99,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
26,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬料の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラー購入の支出について
116,823

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 身長計購入の支出について
66,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞購読料（４～７月分）の支出について
15,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
8,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
70,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 日本経済新聞購読料（４～７月分）の支出について
17,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外の購入の支出について
84,483

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 高等学校世界地方別地図外購入の支出について
71,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
11,187

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 止め具付封筒外購入の支出について
45,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 人権教育用ＤＶＤ外購入の支出について
15,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 テーブルトップガラス購入の支出について
13,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルキーパー他　購入の支出について
33,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞外（４－７月）の購入経費の支出について
19,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードの購入の支出について
13,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ外の購入の支出について
14,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 除細動器用パッドの購入の支出について
11,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
3,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 日経流通新聞（４－７月）の購入経費の支出について
8,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 科目選択ガイド印刷の支出について
14,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書課他校務支援ＩＣＴ追加ＬＡＮ工事の支出について
564,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 １号館屋上庇亀裂修理の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 １号館３階普通教室雨漏り補修工事の支出について
54,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ５号館４階男子トイレ窓金網柵設置工事の支出について
67,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３－８教室廊下側窓ガラス補修の支出について
6,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 自衛消防業務新規講習に伴う受講料（８／２０）の支出について
330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ビブリオバトル」外の購入の支出について
174,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 自衛消防業務新規講習に伴う受講料（８／２０）の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部　前期現場実習講師謝礼の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
18,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
5,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調室内機修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタルビデオカメラ　修理の支出について
23,583

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書「日本のすがた２０１３」外購入の支出について
24,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカー用作戦盤購入の支出について
18,417

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 両面ホワイトボードの購入の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 なわとび外購入の支出について
19,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ホースリールの購入の支出について
37,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子ホッチキスの購入の支出について
40,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １年教室前扉取替工事の支出について
808,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館グラウンド側　防球ネット取替補修の支出について
103,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２・３Ｆ小便器補修工事の支出について
299,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 階段タキステップ工事の支出について
483,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室換気フード分解清掃の支出について
92,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 管理作業員室建具他修理の支出について
185,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取り換え工事の支出について
177,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 格技室天井補修の支出について
78,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正門側溝　外　補修工事の支出について
168,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 受水槽補修工事の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関土間タイル貼替の支出について
217,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調機修理の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 家庭科室取合上窓ガラス入替工事の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館入口ドアのガラス入替補修の支出について
29,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室フード清掃の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールコーキング打替修理の支出について
96,747

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 テラス柵補修の支出について
51,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 流し台補修その他工事の支出について
58,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 背面掲示板外取替補修工事の支出について
313,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館電灯主幹ブレーカー交換補修工事の支出について
43,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 スロープ設置段差補修工事の支出について
676,473

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関床タイル補修工事の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室黒板貼替工事の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正門電気錠テンキー増設工事外の支出について
233,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １号校舎屋上壁面補修工事の支出について
367,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 管理棟正面玄関サッシ上下部外壁補修工事の支出について
395,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 庇等外壁補修工事の支出について
283,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 固定かまど改修工事の支出について
261,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 Ｂ棟大型時計取替工事の支出について
197,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室低温倉庫空調設備の補修の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 伸縮間仕切り設置工事の支出について
63,525
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎２教室の出入口扉補修工事の支出について
439,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
30,019

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワックス、モップ等購入の支出について
53,487

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 清掃用モップの購入の支出について
16,359

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 遊戯室窓破損の修繕の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 樹木害虫防除作業の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 園長室入口硝子入替工事の支出について
45,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ケアリング・マジョリティ講義にかかる講師謝礼金の支出について
14,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 検流計　購入の支出について
60,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽体験学習「リコーダー鑑賞会」講師謝礼の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平和学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年自然教室付添指導員への謝礼金の支出について
28,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「社会の診断ーまとめと考察ー」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刷毛　他購入の支出について
71,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ　文字入り　購入の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バレン他の購入の支出について
29,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ６年教室ブラインド購入の支出について
43,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルスカラー　他　購入の支出について
252,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器　購入の支出について
13,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめの購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色模造紙　外　購入の支出について
42,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 凸レンズ外購入の支出について
21,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス外の購入の支出について
66,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断ーまとめと考察ー　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
775,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断ーまとめと考察ーの購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ（ガスヒーポン）修繕部品代の支出について
20,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンターインクカートリッジ　購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 堆積実験水そうセット外購入の支出について
26,218

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リトマス試験紙他購入の支出について
31,833

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 金ザル外購入の支出について
20,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめの購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画べニヤ　購入の支出について
24,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 片サドル（営繕補修用部品）外購入の支出について
22,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コーナーロープ巻取器外購入の支出について
38,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤパッド購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図画工作　学習指導書購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トマト　苗　外　購入の支出について
15,020
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外購入の支出について
232,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断－まとめと考察－購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 便所水漏れ補修工事の支出について
63,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室換気ダクト清掃の支出について
110,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス破損修繕の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎窓ガラス入替の支出について
3,339

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南館１階男子トイレ便座取替工事の支出について
13,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室排気フード分解清掃の支出について
48,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 中庭プール用分電盤修理の支出について
16,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂天井補修工事の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館ドアシリンダー錠修理の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内破損ガラス入替工事の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室ダクト分解清掃の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 渡り廊下縦樋取付工事の支出について
58,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室床面他補修工事の支出について
70,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理員休養室エアコン修理の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室配膳棚網戸の張替えの支出について
31,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 温水ボイラー修理の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 玄関門扉開閉装置不良修理の支出について
101,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室網戸修理の支出について
60,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
25,042

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 職員室コードレス電話障害修理の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜ガス漏れ補修の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜修理の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ポンプ室カギの補修の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 北校舎１階女子トイレ手洗いセンサー修理の支出について
34,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
22,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 官製はがき購入にかかる経費の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 フードスライサー刃物研磨の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 包丁とぎ手数料の支出について
4,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見にかかる有料道路通行料（８／２２）の支出について
6,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見にかかる通行料・駐車料（８／２２）の支出について
11,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 おもしろどうぶつえほんシリーズ　他購入の支出について
263,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性刷毛　他購入の支出について
73,143

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け扇風機、他購入の支出について
97,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
18,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
408,813

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　外購入の支出について
141,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤパッドの購入の支出について
20,685

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜他購入の支出について
13,749

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー外購入の支出について
21,486

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チェーンソー　購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 茶筅　外　購入の支出について
29,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコックの購入の支出について
71,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 次亜塩素酸ソーダ購入の支出について
187,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木材（アガチス材）外の購入の支出について
21,735
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 天井照明器具補修工事の支出について
105,945

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 空調設備ガスヒーポン補修工事の支出について
84,871

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ扉外補修工事の支出について
32,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 廊下・体育館壁天井欠落部分補修その他工事の支出について
110,418

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 揚水ポンプ動作不良補修の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 受水槽定水位弁補修の支出について
107,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス湯沸器修理の支出について
32,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
25,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンタ修理の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 吹奏楽部楽器運搬の支出について
28,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬にかかる運搬費の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器輸送にかかる経費の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 管理作業員室エアコンリサイクル料の支出について
2,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン（管理作業員室用）の購入の支出について
101,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
207,679

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 無停電電源装置外の購入の支出について
63,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＥＶ機械室換気用温度スイッチ取替補修工事の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 １年２組教室照明スイッチ取替補修工事の支出について
9,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
29,137

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体育授業にかかる施設使用料（８／２１）の支出について
49,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
119,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館２階　男子トイレ　水漏れ補修工事の支出について
15,802

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　　　校旗購入の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　瞬間湯沸器購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シュノーケル　外　購入の支出について
27,877

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂天井ボード張替及び点検口取付工事の支出について
194,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室配膳棚補修工事の支出について
999,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館１階・体育館外壁補修工事の支出について
162,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室床面滑り止め工事の支出について
119,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールサイド悪所部補修工事の支出について
286,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 特別教室扉改修工事の支出について
126,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 特別支援学級教室床補修工事の支出について
158,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水管漏水補修工事の支出について
98,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 高架タンク蓋取替工事の支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 雨漏り補修工事の支出について
72,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関ドアホン補修工事の支出について
268,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置　Ａ－Ｉフィルター修理工事の支出について
275,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場補修の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電動ステープラー　の購入の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチ式テント購入の支出について
99,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ４０型液晶テレビ購入の支出について
325,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 粉絵の具などの購入の支出について
80,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
18,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 あいさつの絵本　他購入の支出について
27,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
37,705
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
39,039

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
33,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
31,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ電話用インクフィルム　購入の支出について
7,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
9,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 冷却水ポンプ購入の支出について
38,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ファックス購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワックス購入の支出について
16,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外３点の購入の支出について
64,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 階段手すり工事の支出について
91,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 管理作業員室用　冷暖房機の購入の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 チャレンジ講座にかかる講師謝礼金の支出について
19,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレットケース　外　購入の支出について
27,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 線音源スピーカー用三脚　外　購入の支出について
55,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 線音源スピーカー用三脚　外　購入の支出について
213,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 タブレットケース　外　購入の支出について
371,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石けん　他購入の支出について
93,909

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 晒　外購入の支出について
9,219

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
695,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 材木（パイン集成材）外　購入の支出について
45,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
1,237,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断―まとめと考察―購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
1,361,063

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
492,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
1,131,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
1,092,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鋼材　角パイプ外購入の支出について
14,217

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 天吊ハンガー外購入の支出について
354,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス購入の支出について
26,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 まんげきょうづくり材料　外購入の支出について
98,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 携帯用スクリーン外購入の支出について
61,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
40,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器購入の支出について
7,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液（１７リットル缶）購入の支出について
10,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書国語４下外購入の支出について
21,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
59,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 清掃用長靴　外購入の支出について
11,067

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バーコードスキャナ外購入の支出について
7,833

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 一泊移住活動における写真の印刷代（８／２３）の支出について
10,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 放送室分電盤修理の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器消毒保管庫修理の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 秋の遠足下見にかかる東大寺入堂料（８／２３）の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 綿の体験学習にかかる道具使用料（８／２２）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バーコードスキャナ外購入の支出について
65,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
1,059,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自然体験学習用　花の苗購入（８／２３）の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
290,787
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球ボール外購入の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
772,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板　外　購入の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
1,233,277

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
641,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台外購入の支出について
29,757

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
226,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外の購入の支出について
113,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤーストリッパー　他購入の支出について
143,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞購読料（４月～７月）の支出について
15,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＣソフトの購入の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路のしおり　印刷の支出について
176,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
16,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
9,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
103,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞（４～７月分）購読料の支出について
15,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 毎日新聞（４～７月分）購読料の支出について
15,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
307,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 コンプレッサー修理の支出について
7,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 第二体育館男子小便器センサー部品修理の支出について
12,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 グランド使用料８月分（８月２３日）の支出について
130,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 図書館蔵書点検用機器の借入（レンタル）料の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
1,459

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
26,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
89,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
63,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 第３１回夏季研修会　参加費の支出について
27,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 エアタッカ　外　購入の支出について
36,414

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミシン購入の支出について
231,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 プリンター購入の支出について
33,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 メモリーポータブルシステムの購入の支出について
76,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食調理室壁塗装補修の支出について
178,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館外　外壁剥離等補修工事の支出について
824,853

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室背面掲示板張替工事の支出について
168,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室外網戸取付補修工事の支出について
439,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 外壁・給食室排気塔補修工事の支出について
672,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子黒板機能付液晶ディスプレイ（仕様書）購入の支出について
447,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ラインパウダー購入の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
5,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
3,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
14,599

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
33,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス　購入の支出について
15,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊「ぷちワンダー」（４月～７月）購読料の支出について
1,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワックス購入の支出について
9,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 水性塗料などの購入にかかる支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
2,929

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 絵本（ちいさなかがくのとも１０Ⅱ）購入の支出について
8,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
34,673

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワックスの購入にかかる支出について
27,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 フローリングワックス購入の支出について
11,277

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 床用ワックスの購入の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
30,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 消毒液　購入の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 テラス部分の床タイル補修工事の支出について
59,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員人権教育学習講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援研究指導助言にかかる講師謝礼金の支出について
15,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 イヤーマフ　外　購入の支出について
92,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
11,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスアンプの購入の支出について
165,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 教員研修プログラム受講にかかる経費（８／２４）の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校内人権教育研修会講師謝礼の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域懇談会にかかる講師謝礼金の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自尊感情を高める指導法研修会用講師謝礼の支出について
18,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 林間学習にかかる看護師謝礼（７／２２～２４）の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外購入の支出について
98,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水彩絵具等購入の支出について
31,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直定規外購入の支出について
52,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 金魚のエサ　外　購入の支出について
64,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン部品購入の支出について
68,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 釉薬・コーテイングアルミナ粉末他購入の支出について
36,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰコントロール基板　外購入の支出について
267,351

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三層構造マスクの購入の支出について
62,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断ーまとめと考察ー購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 移動台用キャスター購入の支出について
29,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
340,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫「みずいろのマフラー」外購入の支出について
258,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
1,085,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋、他購入の支出について
22,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料用シンナー　外　購入の支出について
43,449

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サッシ用戸車　購入の支出について
20,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光ランプ外購入の支出について
45,202

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポンプ式ハンドソープ詰替用外購入の支出について
103,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷シート外購入の支出について
57,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掛け時計購入の支出について
112,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
1,055,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書架　外（集約物品）購入の支出について
46,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙裁断機、模造紙他購入の支出について
76,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヤマハＧＨＰ修理部品ブレーカ　外購入の支出について
40,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 輪ゴム他諸用紙、実習用品購入の支出について
122,223

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
297,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
999,133

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
203,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「サラム指導案集１」購入の支出について
1,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科しんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平机　購入の支出について
55,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
53,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
81,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他　購入の支出について
213,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
1,143,301

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外購入の支出について
29,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 矢羽根　他購入の支出について
82,387

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 合鍵　外　購入の支出について
165,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス用風船外購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用せっけん　外　購入の支出について
94,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木かい他購入の支出について
37,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書架　外（集約物品）購入の支出について
93,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタートナー購入の支出について
64,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドピアノ用インシュレーター外購入の支出について
6,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　他　購入の支出について
13,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 受水槽ポンプ室左側運動場漏水補修工事の支出について
35,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 壁掛け扇風機取付工事の支出について
140,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室シャワー補修工事の支出について
33,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン他　修理の支出について
39,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ポータブル電蓄　修理の支出について
24,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 鉄棒修理の支出について
99,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　水栓等修理の支出について
47,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 エアコン　修繕の支出について
48,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 網戸張替の支出について
79,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室釜修理の支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
21,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫　修理の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 遊具チェーンネットの補修の支出について
144,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スズキオルガンＳＯ－６７０修理の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用オレンジ外購入の支出について
336,873

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用飾り人参外購入の支出について
121,243

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用生アジ外購入の支出について
69,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳外購入の支出について
23,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用豚肉外購入の支出について
140,219

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用乳酸飲料外購入の支出について
37,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 エアコン　家電リサイクル料・回収料の支出について
3,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ廃棄リサイクル回収料の支出について
21,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学下見にかかるタクシー代（８／２６）の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 エアコン　家電リサイクル料・回収料の支出について
2,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ廃棄リサイクル回収料の支出について
25,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 消火器廃棄処理手数料の支出について
3,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫防除（薬剤散布）業務委託の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見時の自家用車の通行料金の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 自家用車での修学旅行下見にかかる交通費８／２４の支出について
13,700
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 自家用車の公務使用にかかる通行料（８／２６）の支出について
8,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤレンタルの支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架（集約物品）購入の支出について
104,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架　外（集約物品）購入の支出について
161,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
110,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 壁掛けエアコンの購入の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫の購入の支出について
89,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架　外（集約物品）購入の支出について
423,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「こいぬがうまれるよ」他購入の支出について
231,943

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「あなたに贈る物語」外購入の支出について
176,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 杉板外　購入の支出について
176,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
885,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　他　購入の支出について
57,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 追録「養護教諭毎日の執務とその工夫」購入の支出について
3,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
81,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メディカルバック他９点購入の支出について
116,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
428,851

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マジック他１０点購入の支出について
24,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーレイ・ＤＶＤレコーダー購入の支出について
29,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋購入の支出について
5,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール、他購入の支出について
73,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
109,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントン用シャトル他購入の支出について
20,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 一輪車　外の支出について
78,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
720,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 籐芯外購入の支出について
27,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコンプリンタートナー外の購入の支出について
30,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 授業用「蛍光チョーク」他購入の支出について
52,563

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
211,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モノコード外購入の支出について
38,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　ほか　購入の支出について
41,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 食器用洗剤外の購入の支出について
16,513

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー外購入の支出について
64,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
1,336,739

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ごみ箱　外購入の支出について
71,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 両面テープ　外購入の支出について
20,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キャリーボード　外購入の支出について
64,911

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
58,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビート板購入の支出について
47,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校行事記録用デジタルカメラ他購入の支出について
161,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 扇風機、購入の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（Ａ３）外購入の支出について
83,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 工作用刷毛外購入の支出について
64,297

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　外購入の支出について
25,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
81,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 吸水スポンジ外の購入の支出について
145,509
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入れ替え工事の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
18,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷蔵庫修理の支出について
3,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アルトサックス　修理の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 金庫修理の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 小便器自動センサー修理の支出について
17,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機（ＤＰ－Ｓ６２０）修理の支出について
33,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バレーボールネット修理の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用クロワッサン外購入の支出について
22,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用アロエヨーグルト外購入の支出について
28,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用たけのこ水煮外購入の支出について
74,947

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用だいこん外購入の支出について
100,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛肉外購入の支出について
114,647

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬業務費用の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
69,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ等処分の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 テレビ等処分の支出について
5,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架　外（集約物品）購入の支出について
273,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ソフトテニスボール、他購入の支出について
53,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン　購入の支出について
99,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 『アリブランディを探して』他図書館用図書購入の支出について
150,631

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理者資格取得講習会受講の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 代々木ゼミＤＶＤ「入試対策小論文」外　購入の支出について
150,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＥＴ板購入の支出について
13,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
187,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
99,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
69,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４～７月分）の支出について
15,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（集約物品）購入の支出について
72,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＰＵボード外の購入の支出について
103,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤の購入の支出について
36,414

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
334,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷凍冷蔵庫の修理の支出について
104,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 運動場がれき等廃棄物処理業務委託の支出について
500,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 生徒科学研究発表会会場使用の備品設置料の支出について
5,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 生徒科学研究発表会会場使用料の支出について
149,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「非社交的社交性」他購入の支出について
73,861

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「俺俺」外の支出について
82,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 普通科現場実習講師謝礼金の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
19,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 知能検査用紙外購入の支出について
35,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 アロマオイル外購入の支出について
33,453

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
35,647

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 ボイラー設備補修の支出について
9,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室　換気扇及び扇風機清掃の支出について
27,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室用カーテン購入の支出について
93,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール　外　購入の支出について
68,922
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ドライワゴン購入の支出について
32,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 栄養指導用献立黒板購入の支出について
27,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 システムステレオ購入の支出について
92,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　インターホン親機外購入の支出について
352,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 平机外購入の支出について
26,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 脇机　購入の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール購入の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　ＢＤプレーヤーの購入代金の支出について
13,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室　厨房内　会所補修工事他の支出について
389,466

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場整地工事の支出について
404,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ室内機洗浄工事の支出について
60,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １号館屋上庇修理の支出について
553,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 学園ボイラー　給湯配管工事水漏れ補修工事の支出について
126,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具本体取替工事の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食調理室　換気設備の塗装補修の支出について
132,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 外壁等爆裂部およびプール内職員室扉補修の支出について
318,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 階段手すり取付工事の支出について
343,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 シューズボックス購入の支出について
57,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子オルガン　購入の支出について
139,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 チューバ　外（仕様書）購入の支出について
944,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子音式信号器購入の支出について
62,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 録音機購入の支出について
51,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ケント紙他の購入の支出について
14,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 電気使用料（７月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,035,809

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育付添職員入園料の支出について
9,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教材　京都大学生協「災害対応ゲーム」購入の支出について
28,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ミニハードル外購入の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 ミニハードル外購入の支出について
67,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科授業研究会にかかる講師謝礼の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁　外購入の支出について
48,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験活動にかかる太鼓作成用牛皮購入（８／２７）の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室床用ワックス購入の支出について
42,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコンソフト「スクールプロ」購入の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子音式信号器　外購入の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーマーカー他７点の購入の支出について
74,337

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤外購入の支出について
30,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断ーまとめと考察ー購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ２０玉そろばん　他購入の支出について
88,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フルーツ添加物容器　他　購入の支出について
81,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり　の購入の支出について
44,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 立体模型基本セット外購入の支出について
142,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 外国語指導用教材購入の支出について
24,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
262,763

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール製剤購入の支出について
10,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
471,482

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除藻剤購入の支出について
26,775
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食室用洗剤外購入の支出について
27,699

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーシート外購入の支出について
64,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ４巻外購入の支出について
25,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷凍冷蔵庫購入の支出について
38,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地球儀　外　購入の支出について
47,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパネ外購入の支出について
96,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板の購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 段ボール　外　購入の支出について
233,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
372,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用タモ網メッシュクリーナー他購入の支出について
35,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 積層強化ガラス皿　外　購入の支出について
267,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アンプ用シールド購入の支出について
7,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ざら紙厚口外の購入の支出について
42,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ロングビート外購入の支出について
131,943

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スープ取りざる　外　購入の支出について
39,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科　しんだんのまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
353,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工ボンド他購入の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外の購入の支出について
58,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エンジン刈払機　外の購入の支出について
27,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤプレーヤー　外購入の支出について
64,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
28,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（７月分）　　　　　　　　　　の支出について
87,245,118

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ自動水栓補修工事の支出について
22,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 特別支援学級ドア窓ガラス補修工事の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 自転車置き場土間修理の支出について
129,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 テレビ放送・校内テレビ放送受信工事の支出について
11,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場カーテンネット取替工事の支出について
146,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内デジタル共同受信配線補修の支出について
48,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
43,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫　修理の支出について
167,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫収集運搬・リサイクル料の支出について
5,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 修学旅行下見にかかるタクシー代（８／２７）の支出について
63,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫収集運搬・リサイクル料の支出について
4,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見にかかる高速道路通行料（８／２７）の支出について
7,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子音式信号器　外購入の支出について
62,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書新訂シリーズ怪盗ルパン他購入の支出について
284,801

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ほねほねザウルス」他購入の支出について
317,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトマスク外購入の支出について
6,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フライングディスク　外購入の支出について
28,801

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　他　購入の支出について
50,977

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
187,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
318,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
319,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 理科　実験用器具等購入の支出について
71,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアオイル　外３点　購入の支出について
79,212
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　他　購入の支出について
47,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺外　購入の支出について
28,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
209,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー用トナー　購入の支出について
40,897

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外の購入の支出について
91,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チョーク外　購入の支出について
37,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール　購入の支出について
34,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラッカーパテ　外　購入の支出について
10,353

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用　マスター　購入の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スノコ　他購入の支出について
8,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シューズボックス購入の支出について
54,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ外購入の支出について
94,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スライドガラス外購入の支出について
94,111

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４～７月分）の支出について
15,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（７月分）　　　　　　　　　　の支出について
45,101,771

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １－４出入口戸透明ガラス入替の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館３Ｆ柔道場窓ガラス補修工事の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 壁掛扇風機設置工事の支出について
99,897

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 電気錠取替補修工事の支出について
64,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタルタイマー修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 防犯カメラ修理の支出について
128,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折機修理の支出について
24,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理請負の支出について
12,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル回収料外の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 職場体験学習にかかる文書送付に伴う郵便切手購入の支出について
1,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬料の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル回収料外の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 グランドレーキマット　購入の支出について
76,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「沖縄の世界遺産」外　購入の支出について
283,819

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「中学生の君におくる哲学」外購入の支出について
258,523

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料（新規）の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
23,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
34,083

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
19,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
16,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 小型キャップ外の購入の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー外購入の支出について
33,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 指導要録印刷の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ティーバッティング練習用四角ネット購入の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 学習ソフト「Ｘａｍ２０１３日本史」外購入の支出について
138,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 毎日新聞（４～７月）の購入経費の支出について
15,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス溶接トーチの購入の支出について
23,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 タイムカード用カード　外　購入の支出について
90,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＳＢメモリーの購入経費の支出について
9,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤデッキ外購入の支出について
102,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 職員室用空調修理部品モータファン購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（７月分）　　　　　　　　　　の支出について
21,736,797



平成25年度（平成25年08月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（７月分）　　　　　　　　　　の支出について
783,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２階地学講義室後扉外窓ガラス取替補修の支出について
16,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 剣道場高所照明取替え工事の支出について
96,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置給水コック取替え工事の支出について
38,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＣＤデッキ外購入の支出について
81,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 製氷機の購入経費の支出について
126,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「スポーツ障害」外購入の支出について
90,001

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「図解論語」外購入の支出について
243,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 鶏ふん外購入の支出について
35,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用教科書　国語高等学校外購入の支出について
20,243

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土外購入の支出について
57,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 御殿晒外購入の支出について
61,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（７月分）　　　　　　　　　　の支出について
5,623,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 防球ネット　外２点　購入の支出について
125,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ポータブルトイレ購入の支出について
19,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 コースロープ外購入の支出について
12,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハンドミキサー　他　購入の支出について
68,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 Ａ４レターケース購入の支出について
17,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 大型拡声器外購入の支出について
34,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 キーボックス　購入の支出について
61,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ　購入の支出について
77,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室排気フード分解清掃の支出について
49,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置補修工事の支出について
171,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ネットフェンス補修工事の支出について
398,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 汚水管取替補修工事の支出について
628,057

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール倉庫、トイレ、講堂扉修理の支出について
75,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 掲示板貼替工事の支出について
33,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内インターホン配線補修工事の支出について
106,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館前スロープタイル他補修工事の支出について
99,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 事務室エアコン補修工事の支出について
119,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防球ネット用電信柱補修工事の支出について
89,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎庇補修工事の支出について
254,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館３階渡り廊下雨漏り補修工事の支出について
467,271

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室　クロス張替工事の支出について
104,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 特別教室ガス栓取外しプラグ止め工事の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ポータブルトイレ購入の支出について
81,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 銅鑼購入の支出について
139,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 コースロープ外購入の支出について
103,278

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラー　購入の支出について
77,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 大型拡声器外購入の支出について
151,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 物置購入の支出について
192,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 両面傾斜書架　購入の支出について
184,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント　購入の支出について
162,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 アンプ内蔵スピーカー購入の支出について
65,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 テープレコーダーの購入の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
3,651

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
1,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレットパソコン外購入の支出について
322,350
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタルビデオカメラ外購入の支出について
97,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 デジタルビデオカメラ外購入の支出について
74,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 林間指導付添指導にかかる謝礼金の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マット購入の支出について
185,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インターホン購入の支出について
62,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 湯たんぽ他の購入の支出について
55,783

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
20,087

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめの購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジャンピングボード外購入の支出について
102,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
9,131

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書ラベル　外　の購入の支出について
59,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外購入の支出について
18,879

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 戸当たりゴム購入の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　他購入の支出について
38,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書小学理科購入の支出について
113,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス　外購入の支出について
88,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイクロホン外の購入の支出について
131,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 綿棒　外購入の支出について
4,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸ネット　他　購入の支出について
14,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヤマハＧＨＰ部品購入の支出について
70,959

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 しゃもじ外の購入の支出について
72,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス　外　購入の支出について
40,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室排気フード分解清掃の支出について
65,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール女子更衣室窓硝子取替補修の支出について
5,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室排気フード分解清掃の支出について
76,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校長室壁面クロス張替補修工事の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２号館３階男子洋式便所鍵取替工事の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室ステンレス網戸張替工事の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館北男子便所４階、ＰＳ内漏水修理の支出について
9,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫　修理の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 書架、カウンター張替修理の支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管機　修理の支出について
39,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂有線マイク回路修理の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
11,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 扇風機の修理の支出について
19,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 照明器具修理の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 教室テレビ回収運搬費外請負の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 教室テレビ回収運搬費外請負の支出について
17,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 自家用車を使用する修学旅行下見に伴う通行料金の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食調理員休養室エアコン購入の支出について
85,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 学校用オルガン購入の支出について
137,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書『メガネをかけたら』　外購入の支出について
81,989

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書（切り身の図鑑）外購入の支出について
377,697

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック外の購入の支出について
22,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 淀川中学校校旗の購入の支出について
29,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ピッチャープレート外購入の支出について
40,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 乳化性ワックス購入の支出について
44,100
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 両面テープ外購入の支出について
46,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
18,259

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 横断幕の購入の支出について
8,043

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビーボール外購入の支出について
59,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　外購入の支出について
50,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 美術科教材用スケッチ＆ファイル外の購入の支出について
139,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜　外　購入の支出について
47,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テーピングテープ　ほか　購入の支出について
66,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
10,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋外電気配管・配線復旧工事の支出について
23,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館玄関の雨漏り補修の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関扉網入りガラスの取替の支出について
15,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館屋上塔屋防災総合盤取替工事の支出について
178,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館トイレ排水管整備工事の支出について
52,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替　補修の支出について
39,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ポータブル電蓄・マイクの修理の支出について
43,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 シャッター修理の支出について
108,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 コントラバス修理の支出について
33,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 棹頭の校章の修理の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガスヒーポン　リモコン修理の支出について
7,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
24,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 カーテン洗濯代の支出について
20,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プレジデント用デスクの支出について
186,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アングル（等辺山形鋼）購入の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
12,781

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 中学校数学教科書　中学数学１他購入の支出について
1,743

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍フィルム　アメニティＢコート外購入の支出について
52,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ロール板他購入の支出について
52,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 パワーアンプ外の購入の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 携帯型デジタル音楽プレイヤー外の購入の支出について
129,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 黒板新設工事　外の支出について
54,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室　照明器具安定器取替工事の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ブラインド修理の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
3,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬代の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 スポーツテスト集計、分析処理委託の支出について
104,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 糸のこ機械購入の支出について
62,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 携帯型デジタル音楽プレイヤー外の購入の支出について
115,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 前期現場実習講師謝礼の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 エンドレスサンドペーパー　外　購入の支出について
179,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 防塵マスク　外　購入の支出について
120,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　さかなはさかな　外　購入の支出について
156,381

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＩＨ炊飯ジャー外　購入の支出について
33,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カーテン（教室用）購入の支出について
52,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 漏水補修工事の支出について
65,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 倉庫（共同作業所）雨漏り補修工事の支出について
313,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室内フード等清掃にかかる経費の支出について
63,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校庭池の防水補修工事の支出について
231,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 背面掲示板設置工事の支出について
346,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガスヒーポン整備修理の支出について
96,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎引違窓開閉補修工事の支出について
199,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室フード等点検補修清掃の支出について
49,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ホワイトボード貼替の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 壁面補修工事（音楽室）の支出について
99,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 排水管通管補修の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替工事の支出について
369,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 壁掛け扇風機取り付け工事の支出について
53,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ便器取替工事　外の支出について
244,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎外壁補修及び廊下床タイル補修工事の支出について
299,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 シャッター修理の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 普通教室空調設備修理工事請負の支出について
99,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 通用門扉補修工事の支出について
199,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 固定釜取替工事の支出について
261,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ゴミ集積場前階段補修　外　工事の支出について
180,558

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館（南館）２階校長室カーペット貼替工事の支出について
151,191

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室床サンダー掛、ウレタン塗装工事の支出について
492,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ペダルティンパニ（２６インチ）購入の支出について
206,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 セフティーマット　購入の支出について
78,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 朝礼台　購入の支出について
135,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 バリトンサクソフォン　外（仕様書）購入の支出について
522,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
1,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ２階廊下誘導灯取替え工事の支出について
40,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 書籍「キャリア教育のウソ」外購入の支出について
8,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ｉＰａｄ　Ｍｉｎｉ　外　購入の支出について
353,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 電子黒板の購入の支出について
199,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ７・８月分実習講師謝礼の支出について
51,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ８月分実習講師謝礼の支出について
171,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすうしんだんのまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
18,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ他購入の支出について
70,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書外購入の支出について
26,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶プロジェクター他購入の支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーランク　外　購入の支出について
107,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機替刃セット　外　購入の支出について
40,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンターインク外購入の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「さんすうしんだんのまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸外購入の支出について
10,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「さんすう　しんだんのまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外４点　購入の支出について
90,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
224,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックスの支出について
18,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童工作用物品他の購入の支出について
41,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事務処理用物品他の購入の支出について
42,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめの支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プールコート塗替プライマー外購入の支出について
88,641
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯　外購入の支出について
39,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 調理用ばさみ・外　購入の支出について
16,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸　購入の支出について
5,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ２学期ドリル　ほかの購入の支出について
22,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＥテープ外購入の支出について
65,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平くわ　外１８点　購入の支出について
220,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メモリーカードレコーダー外　購入の支出について
58,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科診断のまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスライサーの刃外購入の支出について
112,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＷＩＳＣーⅣ記録用紙セット購入の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙４切外購入の支出について
36,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ用電極パッド成人用２個購入の支出について
11,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
77,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「さんすう　しんだんのまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 輪ゴム外の支出について
41,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルビデオカメラ他購入の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス　外　購入の支出について
62,821

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室系統　空調機の部品購入の支出について
45,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒購入の支出について
1,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホースバンド外の購入の支出について
286,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラートナーカートリッジ外購入の支出について
13,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色ケント紙他購入の支出について
60,577

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 照明器具外購入の支出について
88,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 天然よしず購入の支出について
14,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤外購入の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーランク　外購入の支出について
116,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス破損補修工事の支出について
11,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室　厨房内清掃洗浄工事の支出について
92,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 外灯修理の支出について
9,429

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 放送設備補修の支出について
128,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替補修工事の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室天井及び手洗い場給水管水漏れ補修工事の支出について
64,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ壁タイル補修工事の支出について
67,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂天井照明器具補修の支出について
154,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館バスケットゴールワイヤー補修の支出について
32,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋外電灯漏電補修工事の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス取替工事の支出について
5,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 冷房機修理の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 洗濯防水パン取付工事の支出について
50,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール給水弁補修工事　外の支出について
132,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 防火扉ヒンジ及びドア調整工事の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 特別支援教室網戸設置工事の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 和式便器フラッシュバルブ修理の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 自動缶切機修理の支出について
26,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 キーボード　修理の支出について
7,350
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミニバットフッ素加工吹付外修理の支出について
88,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室屋外倉庫扉修理の支出について
41,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
57,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯機修理の支出について
31,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯乾燥機修理の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プールポンプ室シャッター鍵修理の支出について
23,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 丸鋸修理の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン修理外の支出について
30,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン修理の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ブラインド修理の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜点検修理の支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 包丁刃研ぎの支出について
4,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年社会見学下見（８／２９）にかかる適塾入館料の支出について
750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ８月分左専道運動場使用料（８／２８）の支出について
210,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見にかかる通行料　８／２９～８／３０の支出について
8,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 メモリーカードレコーダー外　購入の支出について
103,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター他購入の支出について
222,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 色ケント紙他購入の支出について
179,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 輪ゴム外の支出について
70,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「気にしない」外購入の支出について
93,051

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「しずくの首飾り」　外　購入の支出について
365,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「恐竜研究所」外購入の支出について
346,489

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用　図書　すみれちゃん外購入の支出について
371,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平和教育にかかわる講師謝礼金の支出について
7,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 道徳教育授業用講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 作業所体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 道徳教育授業用講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平和教育講和にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教授用修正テープ　外購入の支出について
58,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 国語指導ＣＤ　２年生　外　購入の支出について
37,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テラコッタ粘土他購入の支出について
122,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜　外　購入の支出について
70,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モダンテクニック用具の購入の支出について
13,387

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 炭酸カルシウム　白　外　購入の支出について
26,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
68,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプパッド購入の支出について
3,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ホッチキスの針、他の購入の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター　外　購入の支出について
38,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーコピー用紙　外　購入の支出について
86,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 丸棒　外の購入の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル絵の具他の購入の支出について
171,089

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性多用途塗料　外　購入の支出について
38,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マサファルト（自然土舗装材）購入の支出について
61,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペイント　外購入の支出について
75,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール　外　購入の支出について
24,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ダスターモップ用クロス　外　購入の支出について
28,313

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式両面回転音楽用五線黒板購入の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラシックギター弦購入の支出について
22,260
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大型卓上電卓　外　購入の支出について
23,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 川砂購入の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 竹刀購入の支出について
16,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　他購入の支出について
19,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光ネット他購入の支出について
46,599

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用ラベル、外購入の支出について
126,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台外の購入の支出について
17,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 文具類「修正テープ詰替」ほか　購入の支出について
37,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 理科消耗品「気圧計」ほか　購入の支出について
33,537

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンサート・トム　他　購入の支出について
62,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水彩絵の具　外　購入の支出について
39,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙外購入の支出について
83,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
57,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチックバット外購入の支出について
27,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－ＲＯＭ「Ｍａｎａｖｉ２０１３」購入の支出について
22,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 面紐　他　購入の支出について
17,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤の購入の支出について
33,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 絵の具購入の支出について
9,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 片面方眼模造紙　他　購入の支出について
85,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指揮棒　外　購入の支出について
11,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　他　購入の支出について
71,379

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 再生ドラムカートリッジ外購入の支出について
102,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコックの購入の支出について
67,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 南館３階音楽室空調機修繕工事の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館照明電球取替工事の支出について
46,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
61,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 渡り廊下コンセント取替工事の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 身障者便器取替工事の支出について
76,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 防球ネット補修の支出について
136,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス湯沸器修理の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理・点検の支出について
12,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックス修理の支出について
19,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ミシン修理・点検の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 春日出運動場使用料９・１０月分（８／２８）の支出について
222,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　外　購入の支出について
98,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
3,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラップフィルム外購入の支出について
29,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教材用ソフトの購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アンチウイルスパック購入の支出について
47,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスタープリンター用メンテナンスタンク購入の支出について
5,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンディレコーダー購入の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙他購入の支出について
67,803

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
19,929

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 セラミック科スポット溶接機他の購入の支出について
3,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　他の購入の支出について
95,025
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インキカートリッジ外の購入経費の支出について
14,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スピーカーの購入の支出について
17,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 中学数学スタンダード問題集　中学１年他購入の支出について
1,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 日経ＭＪ（流通新聞）購読料（５～７月分）の支出について
6,117

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器「ビブラフォン」修理の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 天井扇風機修理の支出について
64,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 就職応募書類送付用切手購入経費（８／２８）の支出について
61,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 エアコン室内機高圧薬品洗浄の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 セラミック科スポット溶接機他の購入の支出について
119,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「残月」外の購入の支出について
85,109

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　ＧＯＤ　ＥＡＴＥＲ外購入の支出について
66,549

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 理療科現場実習講師謝礼金の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 理療科現場実習講師謝礼金の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 毛糸　購入の支出について
48,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
17,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋外手洗い止水栓取替工事の支出について
163,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館２Ｆ作業室手洗い場　配水管　補修の支出について
30,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 木工室配電盤マグネット取替工事の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 給食室換気扇清掃　手数料の支出について
72,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤデッキ　外　購入の支出について
23,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
144,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シュレッダーほかの購入の支出について
31,027

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 麻袋購入の支出について
6,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室木製建具取替改造工事の支出について
325,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食調理場床補修工事の支出について
199,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎・給食室前通路照明回路補修工事の支出について
303,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎外壁穴塞ぎ工事の支出について
141,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 保健室床面補修工事の支出について
320,103

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 小プール排水弁取替補修工事の支出について
221,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内池浄化装置濾材取替補修の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 新館１Ｆ　自動扉修理工事の支出について
174,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 階段手摺取替設置工事の支出について
151,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 テレビハンガー取替等工事の支出について
169,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 三槽シンク取替え工事の支出について
403,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館２階男子トイレ身障者ブース改修工事の支出について
249,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北西校舎ＥＸＰ．Ｊ部西校舎廊下雨漏り補修の支出について
336,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 普通教室（４教室）床面樹脂加工修理にかかる経費の支出について
242,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎外壁補修工事の支出について
472,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 網戸取付施工工事の支出について
69,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館３階バスケットボード昇降装置補修工事の支出について
410,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館床面補修工事の支出について
762,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室床面張替え工事の支出について
262,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館～食堂　渡廊下照明器具補修工事の支出について
98,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３年５組　教室床補修工事の支出について
485,541

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外雨水管洗浄工事の支出について
459,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 技術室床補修工事の支出について
130,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室回転釜取替工事の支出について
373,695
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 温室　他　解体工事の支出について
199,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外整備工事の支出について
196,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上ソーラーパネル漏水修理の支出について
203,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 管理作業員室給湯器設置配管設備工事の支出について
227,031

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館床バスケット他ライン補修工事の支出について
245,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室回転釜付け替え工事の支出について
350,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 技術室電気コンセント改修工事の支出について
99,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂高天井蛍光灯照明補修工事の支出について
315,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明及び配線改修工事請負の支出について
182,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３教室床面補修工事外の支出について
938,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ５号館空調機　ドレンパン整備補修工事の支出について
945,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 インターホン取替補修工事の支出について
362,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水配管漏水補修工事の支出について
249,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 壁掛け扇風機取付工事の支出について
69,867

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 新校舎外階段侵入防止フェンス設置工事の支出について
382,347

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 アコーディオン衝立購入の支出について
119,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 書架　購入の支出について
298,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 タブレット端末　購入の支出について
119,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オルガン購入の支出について
137,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 コンビネーションレンジ購入の支出について
176,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スクリーン購入の支出について
168,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 消毒薬　他　購入の支出について
32,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ソフト名札ケース購入（８月２９日）の支出について
25,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
9,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 封筒印刷の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 ファイルサーバー　購入の支出について
129,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドポイント他購入の支出について
57,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
229,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断　－まとめと考察ーの支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マレット外購入の支出について
16,653

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウエットバキュームクリーナー外購入の支出について
2,079

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめの購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料ほか購入の支出について
56,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
194,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外購入の支出について
87,161

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「理科の診断のまとめ」　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知票の印刷の支出について
44,037

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ尿石除去剤の購入の支出について
55,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
145,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド　外購入の支出について
134,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台外購入の支出について
46,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科しんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　他　購入の支出について
43,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書　購入の支出について
80,325
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすう　しんだんのまとめ購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 簾・簾取り付け金具　購入の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「さんすう　しんだんのまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「さんすう　しんだんのまとめ」購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性さび止め塗料他購入の支出について
23,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰエアコン部品購入の支出について
86,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤＨＣカード　外購入の支出について
38,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白名札の購入の支出について
9,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 表情カード　外　購入の支出について
58,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞の印刷の支出について
37,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 レピータ接続盤修理の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スネアドラム　修理の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 収集運搬料　外の支出について
2,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 収集運搬料　外の支出について
4,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行の下見（８月３０日）にかかる車の通行料の支出について
6,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 天井吊型エアコン（取付工事含む）購入の支出について
367,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウエットバキュームクリーナー外購入の支出について
99,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポータブルアンプの購入の支出について
147,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「例解学習　漢字辞典」ほか購入の支出について
151,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌・消毒剤　外　購入の支出について
80,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メトロノーム　購入の支出について
26,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学力ドリル　外購入の支出について
32,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教育法令集（国法、例規編）追録集　購入の支出について
5,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル樹脂絵具外購入の支出について
22,737

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ジグソー　外購入の支出について
24,213

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き用粉　購入の支出について
86,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜　外購入の支出について
58,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
121,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 剪定用サック外購入の支出について
43,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土　外　購入の支出について
48,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 車椅子購入の支出について
21,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
46,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
70,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
68,507

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色紙用額縁の購入の支出について
1,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘリウムガス購入の支出について
30,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 旗立金物設置工事（取替）の支出について
22,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット　他　楽器修理の支出について
89,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 和室　電気エアコン　修理の支出について
7,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 スクリーン修理の支出について
388,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザープリンタ修理の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 カーテンクリーニング処理手数料の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 カーテン外クリーニング処理手数料の支出について
63,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 し尿浄化槽清掃　業務委託の支出について
155,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
80,850
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
43,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
6,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン修理用部品の購入の支出について
300,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｆ科実習用両面テープ他の購入の支出について
30,057

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 就職応募書類送付に伴う郵便切手購入（８／２９）の支出について
102,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「笑顔を引き出す」外図書室用書籍購入経費の支出について
151,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 透明テープ　他　購入の支出について
75,202

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＣＤ・ＭＤラジカセ　他　修理の支出について
88,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミーティングチェア　購入の支出について
273,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 アナログ身長計　購入の支出について
23,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトドッジボール　外の購入の支出について
111,499

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スチール書架外の購入の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 冷蔵庫　購入の支出について
43,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタル上皿はかり購入の支出について
20,863

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 寄宿舎　エアコン取替工事の支出について
219,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎外壁補修工事の支出について
827,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多目的室カーペット貼替工事の支出について
188,685

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室床補修工事の支出について
164,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ダクト補修工事の支出について
210,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室ひび割れ補修工事の支出について
293,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 インターホン増設工事の支出について
51,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 図書館蔵書管理用パソコン購入の支出について
90,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
12,149

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
2,716,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 小学校教科書の購入の支出について
1,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
5,013

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
4,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　燃料費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
3,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　食糧費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 トイレ手洗い場（１・２階）床改修工事の支出について
155,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
80,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 生活指導協議会にかかる講師謝礼金の支出について
11,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国語部夏期研修会にかかる講師謝礼金の支出について
13,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「がんばる先生支援」研究活動研修会講師謝礼金の支出について
16,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 化石原石購入（８／３０）の支出について
12,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 モバイルルーター外購入（８／３０）の支出について
49,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ外購入の支出について
69,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 モバイルルーター外購入（８／３０）の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 教職員研修にかかる施設見学料（９／２）の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
100,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「平和のつどい」講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 踏切板（集約物品）購入の支出について
170,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 くらしのうつりかわり　１・２の購入の支出について
31,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー模造紙　外　購入の支出について
54,799

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
17,955
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布他購入の支出について
51,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平ひも外購入の支出について
351,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 扇風機、事務用椅子購入の支出について
65,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
18,979,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 すだれ他の購入の支出について
28,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断　－まとめと考察－　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断　ーまとめと考察ーの購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめの購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙購入の支出について
87,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 感覚運動ボールソフト外購入の支出について
21,418

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめ　購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科の診断のまとめの購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式掃除機の支出について
17,283

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体操棒　購入の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミ額縁　他購入の支出について
53,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（７月分）　　　　　　　　　の支出について
695,043

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 社会の診断―まとめと考察―購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メッシュベスト（ゼッケン）外購入の支出について
66,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチールパーティション購入の支出について
157,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
530,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 磁石内臓ブロックセット　外１４点　購入の支出について
83,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はかり　外購入の支出について
10,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
1,133,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙、他購入の支出について
33,383

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス用風船外の購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ　外購入の支出について
343,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
97,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
76,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
62,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷業務委託の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 柱タイル浮き補修工事の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室ダクト補修及び分解清掃の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン補修の支出について
99,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
32,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターホンの修理の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校務用パソコン修理の支出について
85,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
230,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　プレハブ冷蔵庫修理の支出について
17,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
23,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オートロック錠の修理の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターホン修理の支出について
19,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
27,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫　修理の支出について
29,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスアンプ修理の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,860
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
2,722,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 タクシー利用料金（立替払）の支出について
9,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（９／２）の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 バスケットゴール切断解体の支出について
24,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
193,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 消毒保管機調整の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
107,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子音式信号機購入の支出について
62,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スクールロッカー購入の支出について
166,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 印刷機購入の支出について
276,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 学校用オルガン購入の支出について
137,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書百科事典ポプラディア１セット外購入の支出について
136,843

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書「やさいむらのなかまたち」他購入の支出について
327,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 全国児童養護施設協議会　年会費の支出について
78,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 大学教授による出前授業にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 全校登校日にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 大学教授による出前授業にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年　平和学習　講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 大学教授による出前授業にかかる講師謝礼金の支出について
21,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 大学教授による出前授業にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 食器洗い用洗剤外購入の支出について
7,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 踏切板（集約物品）購入の支出について
122,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
174,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
9,123,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
81,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ６ｃＨモーターコントローラー外の購入の支出について
52,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 黒模造紙外購入の支出について
36,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール外購入の支出について
67,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ユニホーム購入の支出について
199,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 機器トラック購入の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 家庭糸外購入の支出について
18,117

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フェルト外７点の購入の支出について
55,018

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
558,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外の購入の支出について
42,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外　購入の支出について
55,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ピンクッション外の購入の支出について
25,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他購入の支出について
63,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 合唱用ＣＤ購入の支出について
5,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（塩化マグネシウム）の購入の支出について
109,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（７月分）　　　　　　　　　の支出について
362,979

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
33,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
211,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 衣類乾燥機修理の支出について
9,555
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調機修理の支出について
22,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,322,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
6,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 教室用カーテンクリーニング処理手数料の支出について
64,837

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
23,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
66,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
49,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 蒲生公園（野球場）使用料９月分（８／３０）の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 踏切板（集約物品）購入の支出について
147,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 クイックテント　３００×４５００Ｃｍの支出について
112,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,415,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（７月分）　　　　　　　　　の支出について
308,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
37,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
47,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
10,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
496,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 グローバル職業体験に伴う参加生徒交通費８／３０の支出について
14,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 科学研究発表にかかる参加生徒交通費（８／３１）の支出について
27,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
34,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
63,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
37,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（７月分）　　　　　　　　　の支出について
115,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
792,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
77,143

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室食器消毒保管庫修理の支出について
137,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
101,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（９月分）　　　　　　　　　　　の支出について
61,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール購入の支出について
30,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 作文指導用黒板　購入の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マット　外（仕様書）購入の支出について
370,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 乾燥機用スタンド　他　の購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室黒板張替工事の支出について
156,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 特別支援学級エアコン取替工事の支出について
680,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 テレビハンガー取替工事の支出について
275,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 被服室床樹脂加工工事の支出について
255,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 漏水補修工事の支出について
168,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室排気フード分解清掃ほかの支出について
62,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １，３年生黒板掲示板貼替補修の支出について
282,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 コンセント増設工事の支出について
117,031

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 Ｃ棟渡り廊下及び２－Ｄ教室雨漏り補修の支出について
771,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 乾燥機用スタンド　他　の購入の支出について
48,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 箏の購入の支出について
83,790
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成25年08月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 マット　外（仕様書）購入の支出について
213,675

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
39,507

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
2,782

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
3,638

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
36,560

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
37,440

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
23,375

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
118,140

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
77,005

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
30,570

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
17,440

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
44,574

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
104,640

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
132,006

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　７月分）の支出について
9,924

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　７月分）の支出について
7,790

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　７月分）の支出について
750,276

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　７月分）の支出について
2,860

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　７月分）の支出について
400

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　７月分）の支出について
1,644

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　７月分）の支出について
34,410

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
6,695

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
53

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　７月分）の支出について
21,404

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　７月分）の支出について
1,240

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　７月分）の支出について
400

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
5,722

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　７月分）の支出について
1,040

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　７月分）の支出について
9,320

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
18,115

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　７月分）の支出について
460

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　７月分）の支出について
276,750

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　７月分）の支出について
26,960

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　７月分）の支出について
1,510

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
24,740

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　７月分）の支出について
1,168,760

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　７月分）の支出について
1,400

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　６月分）の支出について
2,080

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　７月分）の支出について
1,380

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
113,340

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
55,880

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
37,920

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
48,960

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
10,940

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
637,510

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
29,000

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　７月分）の支出について
5,512

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　７月分）の支出について
28,320



平成25年度（平成25年08月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬　第１四半期の支出について
91,317

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
8,848

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
1,119,667

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
104,410

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
55,674

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
49,036

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成25年08月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
118,888

消防局 総務課 平成25年08月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 災害活動支援隊継続案内用はがきの購入及び関係書類の送付に係る経費の支出について
228,360

消防局 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（平成25年度五都市警防担当者会議）
8,760

消防局 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（衛生管理者免許試験の受験に伴う職員派遣）
3,480

消防局 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（衛生管理者免許試験の受験に伴う職員派遣）
3,080

消防局 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「航空路誌改訂版051号外１点買入」購入経費の支出について
5,740

消防局 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用大阪市消防局庁舎外８８か所産業廃棄物収集運搬処理業務委託料（６月分）の支出について
148,050

消防局 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話使用料（消防局）の支出について（６月分）
7,884

消防局 総務課 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 規制課用管外出張旅費の支出について（ガス系消火システム自己啓発研修会に伴う職員派遣）
5,800

消防局 総務課 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用電話使用料（広報パソコンプロバイダ料）の支出について（消防局６月分）
2,551

消防局 総務課 平成25年08月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 救急課用管外出張旅費の支出について（日本臨床救急医学会　学校へのＢＬＳ教育導入検討委員会）
28,100

消防局 総務課 平成25年08月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 救急課用管外出張旅費の支出について（平成25年度日本臨床救急医学会広報委員会）
28,100

消防局 総務課 平成25年08月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（双葉地方広域市町村圏組合消防本部への職員派遣に係る旅費（第11次派遣復路））
20,960

消防局 総務課 平成25年08月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（双葉地方広域市町村圏組合消防本部への職員派遣に係る旅費（第11次派遣復路））
18,960

消防局 総務課 平成25年08月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（双葉地方広域市町村圏組合消防本部への職員派遣に係る旅費（第11次派遣復路））
18,960

消防局 総務課 平成25年08月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（消防防災航空隊員の空間識シミュレーター体験研修）
28,880

消防局 総務課 平成25年08月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（平成25年度近畿府県合同防災訓練および平成25年度緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練第１回航空部会）
7,020

消防局 総務課 平成25年08月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用国旗Ａ外４点の購入及び同経費の支出について
147,000

消防局 総務課 平成25年08月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用大阪市消防局庁舎外８８か所一般廃棄物収集運搬処理業務委託料（６月分）の支出について
224,112

消防局 総務課 平成25年08月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 警防課用会議費の支出について（第４４回大都市警防担当部課長会議　平成２５年８月９日開催）
5,000

消防局 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用電話使用料（方面隊イリジウム）の支出について（消防局６月分）
5,000

消防局 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 ヘリ動態管理用データサービス利用料金（消防局６月分）
16,000

消防局 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の再支出について（６月分口座不能１名分）
320

消防局 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用産経新聞の購入経費の支出について（４月～６月分）
58,875

消防局 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 警防活動用高所カメラ（ツイン）電気料金の支出について（７月分）
20,886

消防局 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用道頓堀出張所電気・水道料金の支出について（７月分）
270,530

消防局 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話使用料（消防局）の支出について（７月分）
5,319

消防局 総務課 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 産業廃棄物用電子マニフェスト使用に伴う手数料の支出について（４～６月）
12,348

消防局 総務課 平成25年08月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 総務課用管外出張旅費の支出について（平成25年度大都市総務担当部課長会議）
56,860

消防局 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 総務課用管外出張旅費の支出について（全国消防長会常任理事会等）
57,500

消防局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（第42回全国消防救助技術大会）
501,880

消防局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「高圧ガス保安法令例規集追録２２６号外１点買入」購入及び経費の支出について
12,250

消防局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎管理用ＬＰＧ料金の支出について（７月分）
25,939

消防局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 警防課用管外出張旅費の支出について（第42回全国消防救助技術大会）
525

消防局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 第４２回消防救助技術近畿地区指導会事務局資器材の搬送に係る交通費（高速代金）の支出について
6,200

消防局 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（双葉地方広域市町村圏組合消防本部への職員派遣に係る旅費（第13次派遣往路））
20,960

消防局 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（双葉地方広域市町村圏組合消防本部への職員派遣に係る旅費（第13次派遣往路））
18,960

消防局 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（双葉地方広域市町村圏組合消防本部への職員派遣に係る旅費（第13次派遣往路））
18,960

消防局 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用地域冷暖房ガス料金の支出について（７月分）
295,780

消防局 総務課 平成25年08月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話使用料（消防局）の支出について（７月分）
2,628

消防局 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 庁舎管理用生野分室・こども青少年局・生野図書館水道料金の支出について（７月分）
2,775

消防局 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用阿倍野防災センター・南方面隊電気料金の支出について（７月分）
175,758
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消防局 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用生野分室・こども青少年局・生野図書館水道料金の支出について（７月分）
2,774

消防局 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 警防活動用高所カメラ（オーク）電気料金の支出について（７月分）
22,426

消防局 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用梅田出張所光熱水費の支出について（７月分）
186,637

消防局 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用生野分室・こども青少年局・生野図書館水道料金の支出について（７月分）
5,549

消防局 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 救急課用管外出張旅費の支出について（五都市救急担当課長会議の開催に伴う職員派遣）
17,860

消防局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（特別研修員の帰阪）
28,820

消防局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（第１回消防・救助技術の高度化等検討会・救助分科会の開催に伴う職員派遣）
28,500

消防局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（潜水士試験受験）
12,000

消防局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（第44回大都市警防担当部課長会議開催に伴う職員派遣）
12,640

消防局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（特別研修員の帰阪）
29,340

消防局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
80,339

消防局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「現行法規総覧追録５９１－６１９号」購入経費の支出について
32,596

消防局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「大阪市消防関係例規集追録４２５号」購入経費の支出について
78,300

消防局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「航空路誌改訂版052号外１点」購入経費の支出について
5,740

消防局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「消防実務要覧（追録１７９４号－１８１０号）外２点」購入経費の支出について
65,400

消防局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「地方公共団体　契約実務の要点　追録５５－５８号」購入経費の支出について
8,080

消防局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 警防活動用高所カメラ（スイスホテル）電気料金の支出について（７月分）
25,294

消防局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 文書管理用平成２５年度大阪市消防局文書等逓送業務委託（７月分）の支出について
417,417

消防局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用大阪市消防局庁舎受付案内業務委託料（７月分）の支出について（平成２５年度）
332,357

消防局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用大阪市消防局庁舎清掃業務委託料（７月分）の支出について（平成２５年度分）
784,875

消防局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 職員宿直用平成２５年度消防局寝具一式概算長期借入（7月分）経費の支出について
2,630,846

消防局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
20,600

消防局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）運営費
47,040

消防局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）運営費
2,100

消防局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）運営費
11,780

消防局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 庁舎管理用生野分室・こども青少年局・生野図書館・生野備蓄倉庫電気料金の支出について（７月分）
12,338

消防局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 庁舎管理用生野分室・こども青少年局・生野図書館・生野備蓄倉庫電気料金の支出について（７月分）
27,802

消防局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 総務課用管外出張旅費の支出について（建設消防委員会行政視察の随行）
48,070

消防局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（７月分）
161,560

消防局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用生野分室・こども青少年局・生野図書館・生野備蓄倉庫電気料金の支出について（７月分）
183,035

消防局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用西九条出張所電気料金の支出について（７月分）
275,286

消防局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎維持管理用電話使用料（シティコーポ今福鶴見・藤和ライブタウン八尾南）の支出について（消防局７月分）
5,214

消防局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用生野分室・こども青少年局・生野図書館・生野備蓄倉庫電気料金の支出について（７月分）
227,068

消防局 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式電子複写機及び関連消耗品（総務課外５台）の経費の支出について（７月分）
148,631

消防局 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 火災現場用消防警戒区域立入許可証購入経費の支出について
27,405

消防局 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用消防学校水道料金の支出について（６・７月分）
2,551,033

消防局 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用乾式電子複写機及び関連消防品（情報システム課外２台）の経費及び同経費の支出について（７月分）
73,443

消防局 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用電話使用料（アイサットフォン・ＢＧＡＮ衛星携帯電話）の支出について（消防局７月分）
9,508

消防局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（双葉地方広域市町村圏組合消防本部への職員派遣に係る旅費（第14次派遣往路））
18,360

消防局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（双葉地方広域市町村圏組合消防本部への職員派遣に係る警備方面隊長現地視察）
97,440

消防局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（双葉地方広域市町村圏組合消防本部への職員派遣に係る旅費（第14次派遣往路））
20,160

消防局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用管外出張旅費の支出について（双葉地方広域市町村圏組合消防本部への職員派遣に係る旅費（第14次派遣往路））
18,160

消防局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用管外出張旅費の支出について（潜水士試験受験）
13,160

消防局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用消防局（施設課Ａ２）乾式デジタル複写機長期借入経費の支出について（７月分）
34,805

消防局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用大阪市消防局庁舎外８８か所一般廃棄物収集運搬処理業務委託料（７月分）の支出について
250,320

消防局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用乾式電子複写機及び関連消耗品（指令課外２台）の経費及び同経費の支出について（７月分）
35,494

消防局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用電話使用料（まいしま）の支出について（消防局７月分）
16,071

消防局 施設課 平成25年08月01日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用中央消防署雑排水管改修工事の支出について
509,250
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消防局 施設課 平成25年08月01日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用東淀川災害待機宿舎空調設備その他改修工事の支出について
1,274,700

消防局 施設課 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用中量棚Ａ外４点の購入経費の支出について
344,400

消防局 施設課 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用鶴見消防署外１箇所エレベータ保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（６月分）
195,720

消防局 施設課 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用シュレッダー買入（２）の経費の支出について
26,250

消防局 施設課 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用中央消防署施設管理委託料の支出について（８月分）
21,344

消防局 施設課 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料（軽油カード　旭消防署６月分）の支出について
70,990

消防局 施設課 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料（揮発油中味６月分）の支出について
4,522,560

消防局 施設課 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 消防艇用燃料　「免税軽油（消防局船舶）第１四半期分買入（単価契約）６月分」の支出について（住之江　ゆめしま）
20,370

消防局 施設課 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料「軽油スタンド（カード）給油」６月分の支出について
1,092,253

消防局 施設課 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料（軽油中味６月分）の支出について
927,960

消防局 施設課 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料「揮発油（レギュラー）スタンド給油分（旭消防署）買入（単価契約）６月分」の支出について
167,399

消防局 施設課 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車用燃料（揮発油カード６月分）の支出について
3,080,449

消防局 施設課 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 ヘリコプター用燃料（ＪＥＴ　Ａ－１　６月分）の支出について
1,451,101

消防局 施設課 平成25年08月07日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 委託料　委託料 庁舎整備用都島消防署外壁その他改修工事設計業務委託の支出について
394,800

消防局 施設課 平成25年08月08日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用福島災害待機宿舎給湯設備改修工事の支出について
217,350

消防局 施設課 平成25年08月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用鶴見消防署空調設備補修工事の経費の支出について
693,000

消防局 施設課 平成25年08月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用大阪市消防局庁舎（西消防署併設）外３箇所エレベーター保守点検業務委託（長期継続）６月分の経費の支出について
396,690

消防局 施設課 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用扇風機外６点の支出について
306,346

消防局 施設課 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 庁舎管理用扇風機外６点の支出について
26,145

消防局 施設課 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 備品購入費　庁用器具費 庁舎管理用扇風機外６点の支出について
184,574

消防局 施設課 平成25年08月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 災害活動用保安帽用所属標識の購入経費の支出について
89,544

消防局 施設課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用小型ガス湯沸器Ａ外３点の支出について
176,925

消防局 施設課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用浪速消防署恵美須出張所オーバーヘッドドア補修工事の経費の支出について
231,000

消防局 施設課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 庁舎管理用小型ガス湯沸器Ａ外３点の支出について
2,520

消防局 施設課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 備品購入費　庁用器具費 庁舎管理用小型ガス湯沸器Ａ外３点の支出について
91,980

消防局 施設課 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 災害対応用港消防署災害待機宿舎施設管理委託料の支出について（８月分）
6,200

消防局 施設課 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用北消防署梅田出張所施設管理委託料の支出について（８月分）
364,169

消防局 施設課 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用北消防署梅田出張所修繕積立金の支出について（８月分）
105,024

消防局 施設課 平成25年08月23日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 役務費　手数料 災害対応用災害待機宿舎（エスポワール住之江公園）の新規賃貸借契締結に伴う経費の支出について
37,800

消防局 施設課 平成25年08月23日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 役務費　損害保険料 災害対応用災害待機宿舎（エスポワール住之江公園）の新規賃貸借契締結に伴う経費の支出について
20,500

消防局 施設課 平成25年08月23日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用災害待機宿舎（エスポワール住之江公園）の新規賃貸借契締結に伴う経費の支出について
108,300

消防局 施設課 平成25年08月26日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用大正消防署鶴町出張所事務室その他改修電気設備工事の支出について
703,500

消防局 施設課 平成25年08月27日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用災害待機宿舎（ドエル大正）賃借料の支出について（９月分）
105,000

消防局 施設課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用水上消防署エレベータ保守点検業務委託の経費の支出について（７月分）
59,325

消防局 施設課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用東淀川消防署エレベータ保守点検業務委託経費の支出について（７月分）
57,750

消防局 施設課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用浪速消防署エレベータ保守点検業務委託の経費の支出について（７月分）
59,010

消防局 施設課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用宿舎（パレステュディオ四谷）賃貸借契約に伴う賃借料の支出について（９月分）
94,500

消防局 施設課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用宿舎（菱和パレス銀座東）賃借料の支出について（９月分）
87,500

消防局 施設課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用宿舎（グラーサ銀座イースト）賃貸借契約に伴う賃借料の支出について（９月分）
88,500

消防局 施設課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 災害対策用災害待機宿舎（あべのシャルム）管理委託・修繕積立金の支出について（９月分）
34,978

消防局 施設課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 災害対応用災害待機宿舎公舎（シティーコーポ今福鶴見）管理委託料の支出について（９月）
18,400

消防局 施設課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 警防活動用高所カメラ設置場所賃借料（ツイン２１）の支出について（８月分）
109,200

消防局 施設課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 警防活動用高所カメラ設置場所賃借料（スイスホテル南海）の支出について（８月分）
146,370

消防局 施設課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用災害待機宿舎（第２井筒マンション）賃借料の支出について（９月分）
100,000

消防局 施設課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用災害待機宿舎（小川ハイツ九条南）賃借料の支出について（９月分）
179,000

消防局 施設課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用災害待機宿舎（藤和ライブタウン）賃借料の支出について（９月）
85,000

消防局 施設課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 負担金、補助及交付金　分担金 災害対策用災害待機宿舎（あべのシャルム）管理委託・修繕積立金の支出について（９月分）
13,539

消防局 施設課 平成25年08月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用災害待機宿舎（フローラルタウン千鳥橋）賃借料の支出について（８月分）
100,000
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消防局 企画課 平成25年08月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用「大阪消防」誌郵送代の支出について
960

消防局 予防課 平成25年08月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災調査用現場復元等見取図（様式第１５号）外１点の印刷に伴う同経費の支出について
19,278

消防局 予防課 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 市民啓発用防災実技講習業務委託経費の支出について（７月分）
832,737

消防局 予防課 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 平成25年度大阪市立阿倍野防災センター管理運営業務の実施経費の支出について（7月分）
7,789,250

消防局 予防課 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 自主防火管理体制促進用消防訓練指導業務委託経費の支出について（７月分）
11,703,562

消防局 予防課 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 自主防災体制助長用自主防災指導業務委託経費の支出について（７月分）
14,641,550

消防局 予防課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 維持管理用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２５年度清掃業務委託経費の支出について（７月分）
248,646

消防局 予防課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 維持管理用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２５年度清掃業務委託経費の支出について（７月分）
14,230

消防局 予防課 平成25年08月26日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 維持管理用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２５年度清掃業務委託経費の支出について（７月分）
173,882

消防局 予防課 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 防火管理講習等事業用防火管理講習及び防災管理講習に係る謝礼金の支出について（７月分）
590,460

消防局 予防課 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 維持管理用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成２５年度清掃業務委託経費の支出について（７月分）
64,345

消防局 予防課 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災調査用アラミド繊維製ゴム張り手袋の購入経費の支出について
110,250

消防局 予防課 平成25年08月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 理化学試験用円筒ろ紙外１０点の購入経費の支出について
69,174

消防局 予防課 平成25年08月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 火災予防普及啓発用小学校４年生向けぼう火パンフレット「大阪市の消ぼう」印刷経費の支出について
392,895

消防局 規制課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　特別旅費 規制課研修用平成２５年度火薬学セミナー受講に伴う管外出張旅費の支出について
63,020

消防局 警防課 平成25年08月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　損害保険料 自動車登録用予防広報車自動車損害賠償責任保険料１台分経費の支出について
9,080

消防局 警防課 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車両ポンプ装置保守点検整備（３）の経費支出について
106,155

消防局 警防課 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車両ポンプ装置保守点検整備（１）の経費支出について
540,225

消防局 警防課 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等６月分（２）経費の支出について
261,555

消防局 警防課 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車両ポンプ装置保守点検整備（２）の経費支出について
534,975

消防局 警防課 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等５月分（２）の追加整備経費の支出について
119,427

消防局 警防課 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 航空隊八尾基地機械警備業務委託長期継続の実施及び同経費の支出について４月、５月、６月分
20,475

消防局 警防課 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報・非常参集用プロバイダ等使用料に係る経費の支出について（６月分）
13,166

消防局 警防課 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２５年度警防活動用回線（天王寺指令センター）利用料の支出について（６月分）
28,937

消防局 警防課 平成25年08月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救助活動用救命索発射銃の配置転換に伴う所持許可申請手数料の支出について
10,500

消防局 警防課 平成25年08月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 訓練用水泳パンツ外６点の購入及び同経費の支出について
191,730

消防局 警防課 平成25年08月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 訓練用フィン外１点の購入及び同経費の支出について
137,340

消防局 警防課 平成25年08月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等６月分（２）経費の支出について
939,275

消防局 警防課 平成25年08月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車の定期点検整備等６月分経費の支出について
141,768

消防局 警防課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 水難救助用保安帽Ａ外１点の購入及び同経費の支出について
126,840

消防局 警防課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車等車検整備（１）の経費の支出について
64,102

消防局 警防課 平成25年08月16日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 旅費　普通旅費 平成２５年度消防車用デジタル車載無線機製造に伴う中間検査旅費の支出について
168,560

消防局 警防課 平成25年08月19日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 工事請負費　改修工事費 ヘリコプター「なにわ」年次点検改修整備及びサービスブリテン（ＳＢ）等の実施にかかる経費の支出について
16,937,938

消防局 警防課 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等６月分（３）経費の支出について
153,930

消防局 警防課 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等６月分（１）経費の支出について
1,177,774

消防局 警防課 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等６月分（１）経費の支出について
1,147,734

消防局 警防課 平成25年08月20日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 備品購入費　庁用器具費 大震火災対策事業用可搬式ポンプ収納庫買入に伴う経費の支出について
1,149,540

消防局 警防課 平成25年08月20日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 委託料　委託料 消防活動用経年防火水槽調査業務委託に伴う経費の支出について
934,500

消防局 警防課 平成25年08月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用庁内情報利用パソコン等機器（消防局規制課）一式（二）長期借入に係る経費の支出について（7月分）
26,250

消防局 警防課 平成25年08月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（7月分）
615,258

消防局 警防課 平成25年08月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用庁内情報利用パソコン等機器（消防局規制課）一式（三）長期借入に係る経費の支出について（7月分）
21,420

消防局 警防課 平成25年08月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用平成23年度庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（7月分）
356,498

消防局 警防課 平成25年08月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（7月分）
455,943

消防局 警防課 平成25年08月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 　庁内情報ネットワーク用統合担当サーバ機器等一式長期借入（２）に係る経費の支出について（7月分）
31,500

消防局 警防課 平成25年08月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用平成22年度庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（7月分）
680,934

消防局 警防課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 医療用酸素ガス１．８Ｌ買入（４月～６月）及び同経費の支出について
12,688

消防局 警防課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車の定期点検整備等６月分の追加整備経費の支出について
154,416

消防局 警防課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車等定期点検整備（２）の同経費の支出について
103,803
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消防局 警防課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の車検整備等６月分（２）の追加整備経費の支出について
11,482

消防局 警防課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救助支援車の照明装置保守点検整備の同経費の支出について
198,450

消防局 警防課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車の定期点検整備等７月分（３）経費の支出について
47,691

消防局 警防課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防情報システム用ネットワーク回線利用料の支出について（７月分）
1,968,190

消防局 警防課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 自動車整備用９月分消防自動車継続検査手数料１７台分経費の支出について
18,700

消防局 警防課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用２５００分１精度地図データ借入の実施並びに同所要経費の支出について（７月分）
1,217,265

消防局 警防課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用１万分１精度地図データ外２点借入並びに同所要経費の支出について（７月分）
210,000

消防局 警防課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム業務用端末等一式長期借入並びに同所要経費の支出について（７月分）
1,100,925

消防局 警防課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 公課費　公課費 自動車整備用９月分消防自動車継続検査重量税１７台分経費の支出について
1,117,800

消防局 警防課 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車の定期点検整備等７月分経費の支出について
46,664

消防局 警防課 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 ヘリコプター運航用航空気象情報支援機器一式の借入経費の支出について（7月分）
273,000

消防局 警防課 平成25年08月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 警防活動用　ＥＴＣ業務用カードの作成について
1,619

消防局 警防課 平成25年08月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　損害保険料 自動車整備用９月分消防自動車継続検査自動車損害賠償責任保険料１７台分経費の支出について
145,060

消防局 警防課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　特別旅費 職員研修用潜水技術研修受講に伴う特別旅費の支出について
29,600

消防局 警防課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 　庁内情報ネットワーク用大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供に係る経費の支出について（７月分）
632,772

消防局 警防課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用消防車両ポンプ装置保守点検整備（４）の経費支出について
1,492,050

消防局 警防課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用携帯・ＩＰ電話発信位置情報用回線利用料の支出について（７月分）
53,713

消防局 警防課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２５年度消防活動用メール１１９運用サービスの利用料の支出について（７月分）
210,000

消防局 警防課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２５年度消防活動用発信地システム使用料の支出について（７月分）
505,239

消防局 警防課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２５年度警防活動用専用回線（ＮＴＴ）利用料の支出について（７月分）
1,743,316

消防局 警防課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 平成２５年度警防活動用専用線・ＩＰ回線利用料の支出について（７月分）
1,052,100

消防局 警防課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 負担金、補助及交付金　負担金 消防活動用　平成２５年度消防用水経費の支出について（４月～６月分）
629,866

消防局 司令課 平成25年08月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用ホットトレーニング装備保護カバーの購入及び同経費の支出について
121,800

消防局 司令課 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 補給活動用活動支援車積載カップラーメンの購入経費の支出について（7月分）
7,770

消防局 消防学校 平成25年08月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 学校教育用（第１４３期初任教育外国籍住民をめぐる問題）に係る講師報償金の支出について
21,160

消防局 消防学校 平成25年08月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 学校教育訓練用三連梯子用引綱の購入費の支出について
8,400

消防局 消防学校 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　消防学校第５教室エアコン修理にかかる経費の支出について
27,678

消防局 消防学校 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金への繰入金の支出について(７月分)
2,625

消防局 消防学校 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（７月分）の経費にかかる支出について
13,717

消防局 消防学校 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（７月分）
99,600

消防局 消防学校 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 平成２５年度消防学校救急教育業務委託（概算契約）の経費の支出について（第２期分）
10,912,230

消防局 消防学校 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 庁舎管理用大阪市消防学校庁舎等の警備業務委託長期継続契約に伴う経費の支出について（平成２５年７月分）
25,200

消防局 北消防署 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用大淀町救急車（Ａ３９７）エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,775

消防局 北消防署 平成25年08月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
6,532

消防局 北消防署 平成25年08月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
11,445

消防局 北消防署 平成25年08月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,800

消防局 北消防署 平成25年08月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,150

消防局 北消防署 平成25年08月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
11,550

消防局 北消防署 平成25年08月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
4,168

消防局 北消防署 平成25年08月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
6,158

消防局 北消防署 平成25年08月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用北本署救急車（Ａ３５１）バックカメラの修理に伴う経費の支出について
41,370

消防局 北消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
14,910

消防局 北消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
240

消防局 北消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
26,620

消防局 北消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,940

消防局 北消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用携帯無線機（与力１５）の修理に伴う経費の支出について
49,350

消防局 北消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用本署特別救助隊用プットポンプの修理に伴う経費の支出について
15,750

消防局 北消防署 平成25年08月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機複写料（７月分）経費の支出について
18,150
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消防局 北消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（７月分）
22,340

消防局 北消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用空気ボンベの修理に伴う経費の支出について
28,801

消防局 都島消防署 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　東野田出張所給水ポンプ修理の支出について
84,000

消防局 都島消防署 平成25年08月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　東野田オーバースライダー修理に伴う経費の支出について
76,335

消防局 都島消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張旅費等の支出について(６月分）
340

消防局 都島消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
10,447

消防局 都島消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
5,880

消防局 都島消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,294

消防局 都島消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
3,150

消防局 都島消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,120

消防局 都島消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
4,200

消防局 都島消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,760

消防局 都島消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
4,620

消防局 都島消防署 平成25年08月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレ用洗剤外３点の購入に伴う経費の支出について
37,086

消防局 都島消防署 平成25年08月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　東野田救急車（Ａ３８３）タイヤ交換経費の支出について
27,930

消防局 都島消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張旅費等の支出について（７月分）
23,680

消防局 都島消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機複写料の支出について（７月分）
12,639

消防局 都島消防署 平成25年08月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　都島予備小型タンク車（ＳＴ２１６）バッテリー交換に伴う経費の支出について
61,425

消防局 都島消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　東野田救急車（Ａ３８３）バックカメラ修理に伴う経費の支出について
43,680

消防局 都島消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５５）エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,775

消防局 福島消防署 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用海老江出張所空調系統室外機作動不能修理経費の支出について
147,000

消防局 福島消防署 平成25年08月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用空気呼吸器（ハンガー部）減圧弁修理経費の支出について
36,802

消防局 福島消防署 平成25年08月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 連続放火防止緊急対策用　耐水光沢フィルム外5点の購入及び経費の支出について
33,350

消防局 福島消防署 平成25年08月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６７）エアコンデショナ・ラジエータ取替修理経費の支出について
149,850

消防局 福島消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金(７月分）支出について
9,434

消防局 福島消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 小口支払基金への繰戻金(７月分）支出について
1,313

消防局 福島消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金(７月分）支出について
810

消防局 福島消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金(７月分）支出について
2,080

消防局 福島消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金(７月分）支出について
9,916

消防局 福島消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金への繰戻金(７月分）支出について
1,000

消防局 福島消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５２)タイヤ交換修理の支出について
39,858

消防局 福島消防署 平成25年08月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機複写料（７月分）支出について
12,148

消防局 福島消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（７月分）
3,140

消防局 福島消防署 平成25年08月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用海老江出張所小便器自動洗浄システム不能修理に伴う経費の支出について
35,962

消防局 福島消防署 平成25年08月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　メガホン購入経費の支出について
16,128

消防局 福島消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車（Ａ３６７）エンジンオイル交換整備経費の支出について
5,775

消防局 福島消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用救急車（Ａ３６７）車載無線アンテナ交換修理経費の支出について
47,250

消防局 福島消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ（ラビットＰ３８０)外1台故障修理経費の支出について
49,623

消防局 此花消防署 平成25年08月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用携帯無線機（桜島６５２）修理経費の支出について
19,425

消防局 此花消防署 平成25年08月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用可搬式ポンプ修理経費の支出について
32,608

消防局 此花消防署 平成25年08月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用此花消防署１・２階小便器詰り通管修理経費の支出について
50,400

消防局 此花消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（７月分）支出について
6,426

消防局 此花消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（７月分）支出について
560

消防局 此花消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（７月分）支出について
5,880

消防局 此花消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（７月分）支出について
13,650

消防局 此花消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金への繰戻金（７月分）支出について
6,300

消防局 此花消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用携帯無線機（大消５０７）修理経費の支出について
15,225

消防局 此花消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰戻金（７月分）支出について
2,000
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消防局 此花消防署 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用空気呼吸器（４基）修理経費の支出について
63,052

消防局 此花消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（７月分）
11,280

消防局 此花消防署 平成25年08月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機複写料（７月分）経費の支出について
16,285

消防局 此花消防署 平成25年08月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用杉材外４点購入経費の支出について
98,469

消防局 此花消防署 平成25年08月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用拡声器（２器）購入経費の支出について
41,244

消防局 此花消防署 平成25年08月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用広報車（ＰＩ３４３）６ヶ月定期点検経費の支出について
9,975

消防局 此花消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用携帯無線機（大消６２５）修理経費の支出について
56,700

消防局 此花消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用携帯無線機（此花１５）修理経費の支出について
35,175

消防局 此花消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用携帯無線機（此花６５）修理経費の支出について
35,175

消防局 中央消防署 平成25年08月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３８８）　なにわ８００す３２２４　タイヤ交換に伴う経費の支出について
45,360

消防局 中央消防署 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機複写料（６月分）の支出について
18,161

消防局 中央消防署 平成25年08月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用中央消防署上町出張所２階便所換気扇修繕に伴う経費の支出について
35,490

消防局 中央消防署 平成25年08月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用中央消防署道頓堀出張所テレビコンセント修繕に伴う経費の支出について
42,525

消防局 中央消防署 平成25年08月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎衛生管理用中央消防署空調ドレン配管修繕に伴う経費の支出について
26,250

消防局 中央消防署 平成25年08月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用移動式足場（ローリングタワー）用資材購入に伴う経費の支出について
127,197

消防局 中央消防署 平成25年08月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用中央消防署３階講堂避難口誘導灯修繕に伴う経費の修繕について
9,345

消防局 中央消防署 平成25年08月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用毛布及びタオルケット洗濯に伴う経費の支出について（４月～６月分）
11,340

消防局 中央消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について７月分（管理費）
12,711

消防局 中央消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について７月分（管理費）
1,176

消防局 中央消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について７月分（管理費）
10,555

消防局 中央消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について７月分（管理費）
1,530

消防局 中央消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について７月分（管理費）
3,050

消防局 中央消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について７月分（運営費）
11,592

消防局 中央消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について７月分（運営費）
4,631

消防局 中央消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用中央消防署待機室空調機器修繕に伴う経費の支出について
94,458

消防局 中央消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用なにわ８００す３２２４　救急車（Ａ３８８）エアコン修繕に伴う経費の支出について
70,245

消防局 中央消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災用可搬式ポンプ修繕に伴う経費の支出について
36,750

消防局 中央消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用空気呼吸器基本ユニット４点修繕に伴う経費の支出について
57,960

消防局 中央消防署 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用中央消防署上町出張所通信機械室空調機器修繕に伴う経費の支出について
68,250

消防局 中央消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（７月分）
15,910

消防局 中央消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機複写料（７月分）の支出について
15,848

消防局 西消防署 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレ用洗剤外４点の購入経費の支出について
43,323

消防局 西消防署 平成25年08月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　大型パンチ替刃外１９点の購入経費の支出について
52,076

消防局 西消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　江戸堀シャッター修理に伴う経費の支出について
22,995

消防局 西消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
7,059

消防局 西消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
6,076

消防局 西消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 職員安全衛生用　ガス衣類乾燥機の修理経費の支出について
34,650

消防局 西消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,450

消防局 西消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
8,589

消防局 西消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（７月分）の支出について
18,503

消防局 西消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５０）の随時整備経費の支出について
43,320

消防局 西消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　３００型空気呼吸器の修理経費の支出について
37,842

消防局 西消防署 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　防爆携帯無線機　西８００の修理経費の支出について
54,632

消防局 西消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（７月分）
9,220

消防局 西消防署 平成25年08月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
10,432

消防局 西消防署 平成25年08月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　江戸堀出張所空調設備修理に伴う経費の支出について
111,300

消防局 西消防署 平成25年08月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
500

消防局 西消防署 平成25年08月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 職員安全衛生用　ガス衣類乾燥機の修理経費の支出について
23,205
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消防局 西消防署 平成25年08月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
480

消防局 西消防署 平成25年08月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,780

消防局 西消防署 平成25年08月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
9,975

消防局 西消防署 平成25年08月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　船外機の修理経費の支出について
58,222

消防局 港消防署 平成25年08月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用携帯無線機港１０の修理経費の支出について
18,375

消防局 港消防署 平成25年08月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用ガス衣類乾燥機の修理経費の支出について
48,720

消防局 港消防署 平成25年08月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
6,093

消防局 港消防署 平成25年08月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用フロアー化学モップ外６点の購入経費の支出について
19,694

消防局 港消防署 平成25年08月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
840

消防局 港消防署 平成25年08月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,160

消防局 港消防署 平成25年08月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
12,561

消防局 港消防署 平成25年08月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
5,775

消防局 港消防署 平成25年08月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
3,000

消防局 港消防署 平成25年08月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,580

消防局 港消防署 平成25年08月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用車載無線機大消５８の修理経費の支出について
42,315

消防局 港消防署 平成25年08月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用単管パイプ外１２点の購入経費の支出について
81,700

消防局 港消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用広報車（ＰＩ５０４）車検整備の経費の支出について
14,390

消防局 港消防署 平成25年08月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用小型ポンプ車（Ｐ２２０）車検整備等の追加整備経費の支出について
55,650

消防局 港消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（７月分）
13,340

消防局 港消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機複写料（７月分）支出について
12,811

消防局 港消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用３階衛管室ＧＨＰ室外機修理経費の支出について
76,965

消防局 港消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用指揮調査車（ＣＣ３１０）定期点検整備等経費の支出について
5,370

消防局 港消防署 平成25年08月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用広報車（ＰＩ５０４）車検整備等の追加整備経費の支出について
11,970

消防局 大正消防署 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　はしご車Ｌ８のバッテリー交換に伴う経費の支出について
75,600

消防局 大正消防署 平成25年08月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用消耗品（ヘッドハーネス）の購入について
16,474

消防局 大正消防署 平成25年08月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　自転車の購入経費の支出について
27,930

消防局 大正消防署 平成25年08月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　鶴町出張所４階食堂ドアのドアチェックの修繕経費の支出について
10,500

消防局 大正消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 署長公舎用　大正消防署署長公舎引越しにかかる経費の支出について
49,980

消防局 大正消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　水難用ゴーグルの購入経費の支出について
15,855

消防局 大正消防署 平成25年08月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
3,985

消防局 大正消防署 平成25年08月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　鶴町出張所ガス衣類乾燥機の修理について
38,010

消防局 大正消防署 平成25年08月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
520

消防局 大正消防署 平成25年08月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
810

消防局 大正消防署 平成25年08月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
8,400

消防局 大正消防署 平成25年08月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）運営費
9,276

消防局 大正消防署 平成25年08月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（大正Ａ３６８）クーラーの修理について
2,572

消防局 大正消防署 平成25年08月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（本署ＳＴ２６１）クラッチ修理経費の支出について（追加整備））
103,240

消防局 大正消防署 平成25年08月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　ファイバー喉頭鏡ハンドルの修理経費の支出について
3,150

消防局 大正消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（７月分）
12,440

消防局 大正消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車（広報車ＰＩ３０４）の６ヵ月点検整備経費の支出について
6,930

消防局 大正消防署 平成25年08月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　コンパネ外３点の購入経費の支出について
35,700

消防局 大正消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機複写料（７月分）支出について
11,239

消防局 大正消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　単管足場（ジャッキ付）外５点の購入経費について
46,326

消防局 大正消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（泉尾ＳＴ１８１）のタイヤ交換整備に伴う経費の支出について
32,130

消防局 天王寺消防署 平成25年08月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８８）のエンジンオイル外１点の交換に伴う経費の支出について
5,775

消防局 天王寺消防署 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 消防活動用　ＡＥＤ（ＳＴ１０７車載）の点検料の支出について
21,000

消防局 天王寺消防署 平成25年08月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎衛生管理用　天王寺消防署空調冷却塔の修理に伴う経費の支出について
35,700

消防局 天王寺消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
430
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消防局 天王寺消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
1,280

消防局 天王寺消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
4,200

消防局 天王寺消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）運営費
7,056

消防局 天王寺消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）運営費
3,150

消防局 天王寺消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用肩パッド外４点の買入に伴う経費の支出について
70,108

消防局 天王寺消防署 平成25年08月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　ガス衣類乾燥機の修理経費の支出について
16,065

消防局 天王寺消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器の修理に伴う経費の支出について
27,720

消防局 天王寺消防署 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１０７）ホースカーの修理経費の支出について
9,135

消防局 天王寺消防署 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１０７）ホースカー昇降装置の修理経費の支出について
27,300

消防局 天王寺消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張旅費の支出について（７月分）
13,840

消防局 天王寺消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（７月分）
9,860

消防局 天王寺消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　コンパネ外４点の買入に伴う経費の支出について
44,860

消防局 天王寺消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７１）のエンジンオイル外１点の交換に伴う経費の支出について
5,775

消防局 天王寺消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（天王寺４０）の修理経費支出について
31,500

消防局 浪速消防署 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　（４月～６月分）新聞購読に伴う経費の支出について
11,775

消防局 浪速消防署 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　浪速消防署冷却塔１号機自動給水配管修理に伴う経費の支出について
57,750

消防局 浪速消防署 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
6,369

消防局 浪速消防署 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
3,000

消防局 浪速消防署 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
280

消防局 浪速消防署 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
880

消防局 浪速消防署 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）運営費
17,398

消防局 浪速消防署 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）運営費
3,150

消防局 浪速消防署 平成25年08月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００す４０３５（Ａ３８５）のエンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,775

消防局 浪速消防署 平成25年08月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯（４月～６月分）に伴う経費の支出について
16,275

消防局 浪速消防署 平成25年08月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００す１２３５（ＳＴ１０９）のタイヤ交換の経費支出について
33,180

消防局 浪速消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　可搬型無線機大消５６９（浪速１３－００１）の修理に伴う経費の支出について
16,800

消防局 浪速消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
7,228

消防局 浪速消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　浪速消防署１階受付ドアクローザ―及び建具補修に伴う経費の支出について
22,417

消防局 浪速消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
100

消防局 浪速消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）運営費
4,090

消防局 浪速消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００す４０３５（Ａ３８５）の左スライドドアアウターハンドル修理に伴う経費の支出について
7,728

消防局 浪速消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　携帯型救急モニタの修理に伴う経費の支出について
32,697

消防局 浪速消防署 平成25年08月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　実用鍋外８点の購入に伴う経費の支出について
91,581

消防局 浪速消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（７月分）
1,780

消防局 浪速消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００す３２２６（Ａ３６５）のオルタネータ修理に伴う経費の支出について
56,700

消防局 浪速消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　なにわ８００さ９８４１（ＳＴ１７０）のホースカー修理の支出について
24,150

消防局 浪速消防署 平成25年08月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　車載無線機大消１５１（浪速１３－００２）の修理に伴う経費の支出について
65,520

消防局 浪速消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機の複写料の支出について（７月分）
14,469

消防局 西淀川消防署 平成25年08月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用（４月～６月）４半期ごとの新聞代の支出について
11,775

消防局 西淀川消防署 平成25年08月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用：油性ボールペン外２２点の購入に伴う経費の支出について
101,755

消防局 西淀川消防署 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用：乾式電子複写機複写料（6月分）に伴う経費の支出について
18,537

消防局 西淀川消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用：バスマジックリン外３点の購入に伴う経費の支出について
19,792

消防局 西淀川消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
14,232

消防局 西淀川消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
6,500

消防局 西淀川消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
140

消防局 西淀川消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,110

消防局 西淀川消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
15,784

消防局 西淀川消防署 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用：乾式電子複写機（7月分）に伴う経費の支出について
16,727
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消防局 西淀川消防署 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用：多目的消防装備乾燥機の修理に伴う経費の支出について
99,015

消防局 西淀川消防署 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用：車載無線機（大消１８８）の修理に伴う経費の支出について
32,130

消防局 西淀川消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（７月分）
7,520

消防局 西淀川消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用：デジタルカメラ外５点の買入に伴う経費の支出について
45,549

消防局 西淀川消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用：救助訓練用資材の購入に伴う経費の支出について（コンパネ外３点の購入）
69,804

消防局 淀川消防署 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品（ボールペン（黒）外１９点）購入経費の支出について
64,564

消防局 淀川消防署 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機複写料（６月分）支出について
21,172

消防局 淀川消防署 平成25年08月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用読売新聞購入経費の支出について（４～６月分)
11,775

消防局 淀川消防署 平成25年08月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用淀川消防署不活性ガス消火設備地絡異常修理経費の支出について
84,000

消防局 淀川消防署 平成25年08月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用空気呼吸器消耗品（減圧器Ｏリング）購入経費の支出について
11,340

消防局 淀川消防署 平成25年08月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用消耗品（ＤＶＤ－Ｒ外４点）購入経費の支出について
28,709

消防局 淀川消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用救急隊毛布・タオルケット洗濯（４月～６月分）の経費の支出について
9,261

消防局 淀川消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（７月分）支出について
5,148

消防局 淀川消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰戻金（７月分）支出について
3,500

消防局 淀川消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（７月分）支出について
2,140

消防局 淀川消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（７月分）支出について
1,110

消防局 淀川消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（７月分）支出について
4,822

消防局 淀川消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（７月分）支出について
1,980

消防局 淀川消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助工作車（ＣＲ２２）前輪タイヤ２本交換経費の支出について
30,849

消防局 淀川消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰戻金（７月分）支出について
2,300

消防局 淀川消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰戻金（７月分）支出について
5,250

消防局 淀川消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用淀川消防署吸収冷温水機（空調設備）部品交換修理経費の支出について
157,500

消防局 淀川消防署 平成25年08月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用ロープ（２００ｍ１巻）購入経費の支出について
63,000

消防局 淀川消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（７月分）
28,890

消防局 淀川消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機複写料（７月分）支出について
21,628

消防局 淀川消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（８月分）支出について
17,115

消防局 淀川消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（８月分）支出について
960

消防局 淀川消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（８月分）支出について
660

消防局 淀川消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（８月分）支出について
7,240

消防局 淀川消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用携帯無線機（大消６４３）修理経費の支出について
25,725

消防局 東淀川消防署 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用小型救助車Ｒ８７タイヤ交換整備修理に伴う経費の支出について
15,435

消防局 東淀川消防署 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車Ａ３７８エンジンオイル交換整備に伴う経費の支出について
5,775

消防局 東淀川消防署 平成25年08月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用西淡路小型タンク車ＳＴ１７２タイヤ交換整備修理に伴う経費の支出について
35,385

消防局 東淀川消防署 平成25年08月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 署長公舎用物品等運搬作業に伴う経費の支出について
40,000

消防局 東淀川消防署 平成25年08月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用東淀川消防署受付室空調用室外機修理に伴う経費の支出について
30,450

消防局 東淀川消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用新聞の購入経費の支出について（４月～６月分）
11,775

消防局 東淀川消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用救急隊毛布・タオルケット洗濯（４月～６月分）の経費の支出について
12,600

消防局 東淀川消防署 平成25年08月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車Ａ３８1タイヤ交換整備に伴う経費の支出について
25,200

消防局 東淀川消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（７月分）支出について
24,676

消防局 東淀川消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰戻金（７月分）支出について
2,460

消防局 東淀川消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰戻金（７月分）支出について
2,100

消防局 東淀川消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金への繰戻金（７月分）支出について
2,100

消防局 東淀川消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について(７月分)
15,150

消防局 東淀川消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機複写料（７月分）支出について
16,745

消防局 東淀川消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車Ａ３８１ヘッドランプ球交換修理に伴う経費の支出について
19,635

消防局 東淀川消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車Ａ２８４エンジンオイル交換整備に伴う経費の支出について
5,775

消防局 東成消防署 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機複写料（６月分）の支出について
16,985

消防局 東成消防署 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 職員安全衛生用　救急隊消毒室用衣類乾燥機修理経費の支出について
22,470
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消防局 東成消防署 平成25年08月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　毎日新聞朝夕刊（本署）購読料の支出について（４月～６月分）
11,775

消防局 東成消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急隊用毛布・タオルケットの洗濯代経費の支出について（４月～６月分）
12,060

消防局 東成消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
13,027

消防局 東成消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
340

消防局 東成消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
1,920

消防局 東成消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）運営費
13,293

消防局 東成消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費等の支出について（７月分）
5,040

消防局 東成消防署 平成25年08月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車Ａ２８６タイヤ交換経費の支出について
13,630

消防局 東成消防署 平成25年08月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　東成消防署救急車予備車（Ａ２８６）インバーター交換経費の支出について
5,250

消防局 東成消防署 平成25年08月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　車載無線機大消１１７修理経費の支出について
78,645

消防局 東成消防署 平成25年08月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機複写料（７月分）の支出について
16,552

消防局 東成消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　東成消防署庁舎受付ガラスフィルム貼り加工経費の支出について
158,550

消防局 東成消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　可搬式無線機大消４０９アンテナ修理経費の支出について
16,800

消防局 生野消防署 平成25年08月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　サーフェイスドライ修理経費の支出について
25,725

消防局 生野消防署 平成25年08月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器レギュレータ外４点修理経費の支出について
34,314

消防局 生野消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　生野消防署西側屋外階段の天井蛍光灯取替工事経費の支出について
99,750

消防局 生野消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　垂木外７点買入経費の支出について
182,862

消防局 生野消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　酸素ボンベバルブ修理経費の支出について
25,515

消防局 生野消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　ホルマトロ　エンジンポンプ(生野消防署)修理経費の支出について
15,792

消防局 生野消防署 平成25年08月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
4,118

消防局 生野消防署 平成25年08月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,076

消防局 生野消防署 平成25年08月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎衛生管理用　給湯器（勝山出張所浴室）取替経費の支出について
108,668

消防局 生野消防署 平成25年08月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
4,300

消防局 生野消防署 平成25年08月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
280

消防局 生野消防署 平成25年08月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,270

消防局 生野消防署 平成25年08月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
5,750

消防局 生野消防署 平成25年08月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月）
14,788

消防局 生野消防署 平成25年08月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（大消７３０）修理経費の支出について
15,225

消防局 生野消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張旅費の支出について（７月分）
20,510

消防局 生野消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料の支出について（７月分）
15,046

消防局 生野消防署 平成25年08月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　ＧＨＰエアコン（生野消防署）修理経費の支出について
180,075

消防局 生野消防署 平成25年08月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　４００ＭＨｚ携帯無線機（生野３）修理経費の支出について
15,750

消防局 生野消防署 平成25年08月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　エンジンカッターＫ９５０修理経費の支出について
7,843

消防局 旭消防署 平成25年08月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機料（６月分）経費の支出について
19,042

消防局 旭消防署 平成25年08月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用毛布・タオルケットの洗濯代（４月～６月分）経費の支出について
2,835

消防局 旭消防署 平成25年08月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用はしご車（Ｌ２３）バッテリー交換修理経費の支出について
49,980

消防局 旭消防署 平成25年08月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車（Ａ３６０）ヘッドランプバルブ交換修理経費の支出について
39,270

消防局 旭消防署 平成25年08月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用旭消防署３階洗面所ガス衣類乾燥機修理経費の支出について
35,175

消防局 旭消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,473

消防局 旭消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
340

消防局 旭消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
820

消防局 旭消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
10,528

消防局 旭消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
3,900

消防局 旭消防署 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用蛍光灯購入経費の支出について
18,900

消防局 旭消防署 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火防災研修用ナイロンロープ購入経費の支出について
66,675

消防局 旭消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張旅費の支出について（７月分）
12,550

消防局 旭消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用乾式複写機料（７月分）経費の支出について
16,815

消防局 旭消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用文房具テープのり外８点購入経費の支出について
25,725
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消防局 旭消防署 平成25年08月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用小型タンク車（ＳＴ１８６）双口分岐管修理経費の支出について
19,950

消防局 旭消防署 平成25年08月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用小型タンク車（ＳＴ２２３）ドアキャッチ交換修理経費の支出について
12,652

消防局 旭消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用旭消防署１階通信室空調機修理経費の支出について
55,650

消防局 城東消防署 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　酸素調整器修理の経費支出について
18,900

消防局 城東消防署 平成25年08月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　蛍光灯外２点買入経費の支出について
50,137

消防局 城東消防署 平成25年08月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３８０）エンジンオイル交換修理の経費支出について
5,775

消防局 城東消防署 平成25年08月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（７月分）の購入経費の支出について
11,151

消防局 城東消防署 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
20,256

消防局 城東消防署 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
480

消防局 城東消防署 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）運営費
5,040

消防局 城東消防署 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）運営費
9,135

消防局 城東消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（７月分）
17,460

消防局 鶴見消防署 平成25年08月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　エネルギーチェッカー修理経費の支出について
11,550

消防局 鶴見消防署 平成25年08月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車両等（Ａ３７７）エンジンオイル交換経費の支出について
5,775

消防局 鶴見消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
8,525

消防局 鶴見消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
240

消防局 鶴見消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
5,460

消防局 鶴見消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）運営費
14,456

消防局 鶴見消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）運営費
7,350

消防局 鶴見消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）運営費
1,900

消防局 鶴見消防署 平成25年08月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車両等（Ａ２９０）エンジンオイル交換経費の支出について
5,775

消防局 鶴見消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張旅費の支出について（７月分）
7,600

消防局 鶴見消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（７月分）の経費の支出について
16,672

消防局 鶴見消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車両等（Ｐ１３０）バッテリー交換経費の支出について
44,100

消防局 鶴見消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車両等（ＲＥ１７）６ヶ月定期点検経費の支出について
7,612

消防局 阿倍野消防署 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
19,950

消防局 阿倍野消防署 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
9,975

消防局 阿倍野消防署 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
700

消防局 阿倍野消防署 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
720

消防局 阿倍野消防署 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
8,400

消防局 阿倍野消防署 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）運営費
8,162

消防局 阿倍野消防署 平成25年08月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用本署訓練棟東側外壁及び３階アンカーの修繕に伴う経費の支出について
141,750

消防局 阿倍野消防署 平成25年08月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震災対策用可搬式ポンプの修理に伴う経費の支出について
30,034

消防局 阿倍野消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
800

消防局 阿倍野消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）運営費
1,280

消防局 阿倍野消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用本署事務室系統空調設備の修繕に伴う経費の支出について
22,281

消防局 阿倍野消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用コンパネ外９点の購入に伴う経費の支出について
145,173

消防局 阿倍野消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用可搬型無線機（大消４３０）の修理に伴う経費の支出について
14,962

消防局 阿倍野消防署 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用複写機複写料（７月分）経費の支出について
12,528

消防局 阿倍野消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（７月分）
6,140

消防局 阿倍野消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救急車（Ａ３９３）オルタネーター交換に伴う経費の支出について
92,085

消防局 住之江消防署 平成25年08月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練施設補修用　塗料外３点購入経費の支出について
13,975

消防局 住之江消防署 平成25年08月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（住之江１５）修理経費の支出について
52,500

消防局 住之江消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎維持管理用　南港出張所プロパンガス使用料（７月分）経費の支出について
41,910

消防局 住之江消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　呼吸器肩ベルト外３点買入経費の支出について
45,402

消防局 住之江消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　呼吸器腰パッド外３点買入の支出について
87,937

消防局 住之江消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　レスキューツール修理経費の支出について
25,305

消防局 住之江消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
916



平成25年度（平成25年08月）　公金支出情報

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

消防局 住之江消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機複写料（７月分）経費の支出について
12,986

消防局 住之江消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,550

消防局 住之江消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
24,142

消防局 住之江消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 訓練施設補修用　グラインダー用替刃買入経費の支出について
3,780

消防局 住之江消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助訓練用　コンパネ外２点購入経費の支出について
133,434

消防局 住之江消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
116

消防局 住之江消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１６５）真空ポンプオイルタンク修理経費の支出について
12,967

消防局 住之江消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　救急隊用毛布・タオルケット洗濯料（６・７月分）経費の支出について
5,170

消防局 住之江消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費等の支出について（７月分）
19,880

消防局 住吉消防署 平成25年08月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ修理の支出について
65,420

消防局 住吉消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
8,657

消防局 住吉消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
4,210

消防局 住吉消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
160

消防局 住吉消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
8,400

消防局 住吉消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）運営費
18,657

消防局 住吉消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）運営費
4,500

消防局 住吉消防署 平成25年08月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（７月分）の支出について
13,450

消防局 住吉消防署 平成25年08月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動事務用　ファイル購入に伴う経費の支出について
5,796

消防局 住吉消防署 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎管理用　住吉消防署給湯器修理に伴う経費の支出について
39,060

消防局 住吉消防署 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　業務用バイク１２ヶ月点検に伴う経費の支出について
6,111

消防局 住吉消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（７月分）
12,310

消防局 東住吉消防署 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　カビ取り剤外９点購入経費の支出について
54,304

消防局 東住吉消防署 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　エンジンカッター（１基）修理経費の支出について
26,355

消防局 東住吉消防署 平成25年08月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　はしご車（Ｌ６)前輪タイヤ２本交換にかかる経費の支出について
67,200

消防局 東住吉消防署 平成25年08月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　ボールペン（黒）外１８点購入経費の支出について
71,809

消防局 東住吉消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払い基金への繰戻金（７月分）支出について
12,106

消防局 東住吉消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払い基金への繰戻金（７月分）支出について
3,400

消防局 東住吉消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払い基金への繰戻金（７月分）支出について
2,205

消防局 東住吉消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 小口支払い基金への繰戻金（７月分）支出について
1,480

消防局 東住吉消防署 平成25年08月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（７月分）の支出について
15,202

消防局 東住吉消防署 平成25年08月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　訓練用毛布（５枚）購入経費の支出について
9,450

消防局 東住吉消防署 平成25年08月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器レギュレータ（４基）修理経費の支出について
82,005

消防局 東住吉消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（７月分）
12,290

消防局 東住吉消防署 平成25年08月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払い基金への繰戻金（８月分）の支出について
6,570

消防局 東住吉消防署 平成25年08月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払い基金への繰戻金（８月分）の支出について
90

消防局 東住吉消防署 平成25年08月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払い基金への繰戻金（８月分）の支出について
1,440

消防局 東住吉消防署 平成25年08月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払い基金への繰戻金（８月分）の支出のついて
16,668

消防局 東住吉消防署 平成25年08月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 小口支払い基金への繰戻金（８月分）の支出のついて
1,480

消防局 東住吉消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　東住吉消防署冷却塔修理にかかる経費の支出について
38,850

消防局 平野消防署 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　喜連出張所エアコン修理に伴う経費の支出について
90,300

消防局 平野消防署 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用　救急車（A379）バッテリー購入に伴う経費の支出について
28,350

消防局 平野消防署 平成25年08月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（A298）タイヤ交換に伴う経費の支出について
63,000

消防局 平野消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）管理費
16,572

消防局 平野消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）管理費
12,455

消防局 平野消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）管理費
740

消防局 平野消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）管理費
1,210

消防局 平野消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）運営費
16,721

消防局 平野消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）運営費
2,530
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消防局 平野消防署 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）運営費
3,160

消防局 平野消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（７月分）
14,930

消防局 平野消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（7月分）の支出について
18,319

消防局 西成消防署 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
11,365

消防局 西成消防署 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
1,040

消防局 西成消防署 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
8,400

消防局 西成消防署 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）運営費
1,892

消防局 西成消防署 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）運営費
9,975

消防局 西成消防署 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）運営費
8,925

消防局 西成消防署 平成25年08月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットの洗濯代（4月～6月分）に伴う経費の支出について
37,360

消防局 西成消防署 平成25年08月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　司令車の継続検査の追加整備に伴う経費の支出について
3,129

消防局 西成消防署 平成25年08月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ１台修理に伴う経費の支出について
28,350

消防局 西成消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
908

消防局 西成消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）管理費
160

消防局 西成消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）運営費
5,250

消防局 西成消防署 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１６０）右ヘッドライト修理経費の支出について
58,842

消防局 西成消防署 平成25年08月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（７月分）に伴う経費の支出について
13,729

消防局 西成消防署 平成25年08月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　患者監視装置修理に伴う経費の支出について
75,600

消防局 西成消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張旅費の支出について（７月分）
9,370

消防局 西成消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６３）左右ディスチャージヘッドランプバルブ交換に伴う経費の支出について
33,285

消防局 西成消防署 平成25年08月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８０）オルタネータ交換に伴う経費の支出について
91,890

消防局 西成消防署 平成25年08月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　単管外５点の購入経費の支出について
78,855

消防局 西成消防署 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８０）オイル交換に伴う経費の支出について
5,775

消防局 水上消防署 平成25年08月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　電気設備用蓄電池の購入経費の支出について
12,600

消防局 水上消防署 平成25年08月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 船舶整備用　消防艇｢ゆうなぎ｣搭載艇用プロペラガードの購入経費の支出について
31,500

消防局 水上消防署 平成25年08月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 船舶整備用　グリースの購入経費の支出について
4,095

消防局 水上消防署 平成25年08月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助器材車（ＲＥ６）６ヶ月定期点検経費の支出について
3,150

消防局 水上消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
8,400

消防局 水上消防署 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,815

消防局 水上消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張旅費等の支出について（７月分）
6,860

消防局 水上消防署 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（７月分）経費の支出について
12,017

消防局 救急課 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用電話料金の支出について（７月分）
21,729

消防局 救急課 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用電話料金（FAX)の支出について（７月分）
2,646

消防局 救急課 平成25年08月12日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 平成２５年度救急資器材管理供給業務委託（概算契約）の経費の支出について（６月分）
796,278

消防局 救急課 平成25年08月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 平成２５年度救急安心センター業務用医師・看護師救急医療相談業務委託経費の支出について（７月分）
11,424,807

消防局 救急課 平成25年08月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 市民啓発用平成２５年度応急手当普及啓発業務委託に係る経費の支出について（7月分）
5,816,300

消防局 救急課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急資器材滅菌処理業務委託（概算契約）に伴う経費（４月～６月）の支出について
1,347,150

消防局 救急課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 予防救急広報用予防救急啓発用冊子のデザイン作成業務委託に関する経費の支出について
700,560

消防局 救急課 平成25年08月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急活動用産業廃棄物（感染性廃棄物）処理業務委託に伴う経費（４月～６月）の支出について
470,925

消防局 救急課 平成25年08月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用炭酸ガス（ＣＯ２）１０ｋｇ外１点の購入に伴う経費（５月、６月）の支出について
5,544

消防局 救急課 平成25年08月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用医療用酸素ガス２Ｌ外１点の購入に伴う経費（４月～６月）の支出について
1,084,671

消防局 救急課 平成25年08月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急安心センター業務用椅子座面の購入経費の支出について
43,050

消防局 救急課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 平成２５年度救急救命士教育等業務委託経費の支出について（８～１１月）
16,264,466

危機管理室 危機管理課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害救助用備蓄物資搬送業務に係る経費の支出について
793,800

危機管理室 危機管理課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システム用ＩＳＰ利用料（６月分）の支出について
68,831

危機管理室 危機管理課 平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用ＩＳＰ利用料（６月分）の支出について
3,780

危機管理室 危機管理課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 「平成25年度都市防災推進協議会第1回役員会及び総会」の出席に伴う出張にかかる旅費の支出について
28,260

危機管理室 危機管理課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 防災会議の委員就任および専門部会参画の依頼に伴う出張にかかる旅費の支出について
46,160
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危機管理室 危機管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理体制の充実用被災地派遣職員の勤務状況把握のための管外出張にかかる旅費の支出について
143,240

危機管理室 危機管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 小災害対策用旭複合施設シャッター保守点検業務にかかる経費の支出について
117,600

危機管理室 危機管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　負担金 防災行政無線（デジタルＭＣＡ無線機１３１１台分）の電波利用料の支出について
131,100

危機管理室 危機管理課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅（アーバンヒル上町）電話回線使用料等（７月分）の支出について
2,691

危機管理室 危機管理課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システム管理端末の無線回線用データ通信使用料（６月分）の支出について
21,577

危機管理室 危機管理課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅（エルベノームさくら１５）電話回線使用料等（７月分）の支出について
2,691

危機管理室 危機管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 危機管理室運営事務用市内・近接管外出張交通費（７月分）の支出について
16,690

危機管理室 危機管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理室運営事務用市内・近接管外出張交通費（７月分）の支出について
57,190

危機管理室 危機管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　会費 平成25年度都市防災推進協議会負担金の支出について
40,000

危機管理室 危機管理課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 小災害対策用旭備蓄倉庫にかかる電気使用料（６月使用分）の支出について
20,250

危機管理室 危機管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 地域防災活動アドバイザー事業用市内・近接管外出張交通費（７月分）
85,540

危機管理室 危機管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 地域防災活動アドバイザー事業用リムーバー外１１点の購入にかかる費用の支出について
35,292

危機管理室 危機管理課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）電気使用料（７月分）の支出について
115,468

危機管理室 危機管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報酬　其他委員等報酬 防災会議用防災会議に係る委員報酬・費用弁償の支出について（第１回分）
176,055

危機管理室 危機管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　費用弁償 防災会議用防災会議に係る委員報酬・費用弁償の支出について（第１回分）
44,720

危機管理室 危機管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理体制の充実用平成２５年度危機管理・防災教育科トップマネジメントコース（第１５回）受講教材費の支出について
5,000

危機管理室 危機管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 災害対策用デジタルＭＣＡ制御局利用料の支出について（８月分）
2,933,077

危機管理室 危機管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用阿倍野防災拠点用携帯電話使用料（７月分）の支出について
18,014

危機管理室 危機管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用阿倍野防災拠点用携帯電話使用料（７月分）の支出について
5,789

危機管理室 危機管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　船車修繕料 危機管理室緊急自動車の継続検査（車検）にかかる支出について
44,047

危機管理室 危機管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　損害保険料 危機管理室緊急自動車の継続検査（車検）にかかる支出について
8,840

危機管理室 危機管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 公課費　公課費 危機管理室緊急自動車の継続検査（車検）にかかる支出について
16,400

危機管理室 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（７月分）
131,838

危機管理室 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理体制の充実用被災地支援業務報告のための管外出張にかかる旅費の支出について
49,200

危機管理室 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 小災害対策等用災害援護資金貸付金の償還期限の延長協議（厚生労働省）にかかる管外出張旅費の支出について
25,640

危機管理室 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理体制の充実用被災地支援業務報告のための管外出張にかかる旅費の支出について
44,580

危機管理室 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用コピー代金の支出について（７月分）
63,363

危機管理室 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 地域防災活動アドバイザー事業用コピー代金の支出について（７月分）
32,757

危機管理室 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　食糧費 防災会議部会用飲料購入に係る経費の支出について
3,808

危機管理室 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用防災行政無線中継局（スイスホテル）電気料金（７月分）の支出について
14,690

危機管理室 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 防災行政無線装置設置（大阪府咲洲庁舎）にかかる電気料金（６月分）の支出について
9,883

危機管理室 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用ヘリコプター映像受信設備回線使用料（７月分）の支出について
126,000

危機管理室 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（７月分）
1,650

危機管理室 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（７月分）
200

危機管理室 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（７月分）
285

危機管理室 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（７月分）
2,570

危機管理室 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（７月分）
620

危機管理室 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（７月分）
43,520

危機管理室 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（７月分）
434,147

危機管理室 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 全国瞬時警報システムＬＧＷＡＮ接続機器保守業務にかかる委託料の支出について（７月分）
13,440

危機管理室 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理情報システムの運用業務にかかる委託料の支出について（７月分）
256,200

危機管理室 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式長期借入にかかる支出について（７月分）
9,842

危機管理室 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式　長期借入にかかる支出について（７月分）
71,685

危機管理室 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタの賃貸借にかかる支出について（７月分）
1,008

危機管理室 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅（バルトワン３１１号）賃借料の支出について（９月分）
85,000

危機管理室 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線装置設置に伴う使用料の支出について（大阪府咲洲庁舎）（９月分）
185,923

危機管理室 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線装置設置に伴う使用料の支出について（スイスホテル南海大阪）（８月分）
490,770

危機管理室 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　会費 平成25年度中越大震災ネットワークおぢやの年会費の支出について
10,000
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危機管理室 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（７月分）
92,286

危機管理室 危機管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（７月分）
108,229

市政改革室 総合調整担当 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る経費の支出について（６月分）
74,782

市政改革室 総合調整担当 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度庁内利用カラープリンター等機器一式長期借入に係る経費の支出について（６月分）
10,584

市政改革室 総合調整担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 報償費　報償金 公会計プロジエクトチーム外部有識者の招へい（8月1日）及び同経費の支出について
11,400

市政改革室 総合調整担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 管外出張（財政総務委員会行政視察・新潟市・長岡市－８月２１日～２２日）に係る経費の支出について
63,480

市政改革室 総合調整担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 市政改革室業務用　後納郵便料（平成２５年７月分）の支払いについて
41,610

市政改革室 総合調整担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 市政改革室業務用　市内等出張交通費の支出について（平成２５年７月分）
59,680

市政改革室 総合調整担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（分室・７月分）
21,028

市政改革室 総合調整担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（４階総合調整側・７月分）
43,743

市政改革室 総合調整担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（４階ＰＤＣＡ側・７月分）
61,267

市政改革室 総合調整担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度庁内利用カラープリンター等機器一式長期借入に係る経費の支出について（７月分）
10,584

市政改革室 総合調整担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る経費の支出について（７月分）
74,782

市政改革室 総合調整担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 報償費　報償金 第35回大阪市特定団体経営監視会議委員報償金（8月19日）の支出について
71,835

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　筆耕翻訳料 平成25年度第１回大阪市運営方針評価有識者会議(7月11日)の会議録作成業務に係る支出について
21,735

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 報償費　報償金 ダイアログ研修（8月1日、2日）に係る謝礼金の支出について
143,790

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 管外出張（ＰＤＣＡ関係・横浜市）命令及び同経費の支出について
27,860

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　筆耕翻訳料 平成25年度大阪市運営方針評価有識者会議ダイアログ（7月30日）の会議録作成業務に係る支出について
53,130

契約管財局 契約課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
16,880

契約管財局 契約課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
300

契約管財局 契約課 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務用文書保存箱買入にかかる支出について
86,940

契約管財局 契約課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内出張等交通費の支出について（６月分）
3,830

契約管財局 契約課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 契約管財局事務室（オーク200ビル）庁舎清掃業務委託の実施及び同経費の支出について(平成25年7月分)
96,772

契約管財局 契約課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式長期借入経費の支出について(平成25年7月分)
22,995

契約管財局 契約課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式長期借入経費の支出について(平成25年7月分)
6,888

契約管財局 契約課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 オーク200ビル事務室にかかる電気・空調料金の支出について（平成25年７月分）
1,774,803

契約管財局 契約課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 契約管財局事務室（オーク200ビル）にかかる賃料及び共益費の支出について(平成25年8月分)
14,069,270

契約管財局 契約課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用等「市内出張等交通費」の支出について（平成２５年７月分）
1,680

契約管財局 契約課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務及び管財事務用後納郵便料金の支出について（平成25年７月分）
45,060

契約管財局 契約課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用市内出張交通費（７月分）の支出について
1,010

契約管財局 契約課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 契約事務用「NOMA行政管理講座」の参加及び同経費の支出について
33,600

契約管財局 契約課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等長期借入経費の支出について（７月分）
239,119

契約管財局 契約課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（７月分）
30,527

契約管財局 契約課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（７月分）
8,631

契約管財局 契約課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタ長期借入経費の支出について（７月分）
22,869

契約管財局 契約課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等長期借入経費の支出について（７月分）
92,437

契約管財局 契約課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　特別旅費 自治大学校第３部課程第104期研修への職員の派遣並びに管外出張旅費の支出について（平成25年７月１日～７月25日分）
28,320

契約管財局 契約課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務及び管財事務用等コピー代の支出について（平成２５年７月分）
120,185

契約管財局 契約課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「現行日本法規追録１０１４０－１０１７１号」外１点の購入経費の支出について
82,228

契約管財局 契約課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約管財局事務室設置分の電話機にかかる通話料金の支出について（平成25年７月分）
64,006

契約管財局 契約課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 第2回総合評価一般競争入札評価会議にかかる報償金の支出について
48,015

契約管財局 契約課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 契約事務用　平成25年度NOMA行政管理講座の参加にかかる経費の支出について（8/1～8/2開催分
33,600

契約管財局 契約制度課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 負担金、補助及交付金　負担金 契約事務用「大阪府登録業者情報共同利用にかかる負担金」の支出について
3,342,000

契約管財局 契約制度課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成25年6月分）
2,910

契約管財局 契約制度課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成25年5月分）
680

契約管財局 契約制度課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成25年5月分）
2,970

契約管財局 契約制度課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成25年6月分）
2,860

契約管財局 契約制度課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムクライアント機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成25年7月分）
202,251
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契約管財局 契約制度課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 契約事務用「電子調達システム各局展開クライアント機器設定作業業務委託」にかかる委託料の支出について
216,300

契約管財局 契約制度課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムサーバ機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成25年7月分）
7,279,891

契約管財局 契約制度課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システム各局展開クライアント機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成25年7月分）
324,450

契約管財局 契約制度課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務用「電子入札システムLGPKI専用クライアントソフトｖ2.1」買入に係る需用費の支出について
519,750

契約管財局 契約制度課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域LAN回線」使用に係る役務費の支出について（平成25年7月分）
121,970

契約管財局 契約制度課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域LAN回線」使用に係る役務費の支出について（平成25年7月分）
15,056

契約管財局 契約制度課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域LAN回線」使用に係る役務費の支出について（平成２５年７月分）
24,360

契約管財局 契約制度課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域LAN回線」使用に係る役務費の支出について（平成25年7月分）
14,300

契約管財局 契約制度課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域LAN回線」使用に係る役務費の支出について（平成25年7月分）
173,475

契約管財局 管財課 平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 管財事務用法律意見書作成にかかる弁護士報償金の支出について
73,500

契約管財局 管財課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用問答式借地・借家の実務外の追録の購読に係る経費の支出について
17,150

契約管財局 管財課 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電話回線使用料の支出について（７月分）
4,260

契約管財局 管財課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
5,984

契約管財局 管財課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
534

契約管財局 管財課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,800

契約管財局 管財課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」にかかる受講料の支出について
14,000

契約管財局 管財課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用地方自治関係実例判例集の追録の購読に係る経費の支出について
23,100

契約管財局 管財課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電気使用料の支出について（７月分）
1,186

契約管財局 管財課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 財産台帳情報提供システム機器一式長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
24,570

契約管財局 管財課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市有地活用支援システム機器一式長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
148,428

契約管財局 管財課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 もと津守浄水場機械警備業務委託の経費の支出について（７月分）
26,250

契約管財局 管財課 平成25年08月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定に係る経費の支出について（２５年９月入札分―10）
265,650

契約管財局 管財課 平成25年08月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定に係る経費の支出について（２５年９月入札分―4.7）
457,800

契約管財局 管財課 平成25年08月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定に係る経費の支出について（２５年９月入札分―５）
397,950

契約管財局 管財課 平成25年08月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定に係る経費の支出について（２５年９月入札分―1.2.3）
660,450

契約管財局 管財課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 管財事務用土地鑑定評価に係る鑑定評価書の作成依頼について
328,650

契約管財局 管財制度課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年度非常勤嘱託職員弁護士報酬の支出について（８月分）
40,400

契約管財局 管財制度課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 管財事務用資産流動化に係る相談等不動産鑑定士報償金の支出について（案件番号１）
30,000

契約管財局 管財制度課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 管財事務用資産流動化に係る相談等不動産鑑定士報償金の支出について（案件番号３）
30,000

契約管財局 管財制度課 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 管財事務用資産流動化に係る相談等不動産鑑定士報償金の支出について（案件番号２）
30,000

契約管財局 管財制度課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第730回大阪市不動産評価審議会に係る委員報酬の支出について
96,030

契約管財局 審査課 平成25年08月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「積算ポケット手帳・設備編２０１３外３点」の購入経費の支出について
14,208

契約管財局 審査課 平成25年08月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「新耐火防火構造・材料等便覧８１４号－８１５号外１４点」の購入経費の支出について
50,363

契約管財局 審査課 平成25年08月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「積算ポケット手帳・設備編２０１３外３点」の購入経費の支出について
3,777

契約管財局 審査課 平成25年08月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「新耐火防火構造・材料等便覧８１４号－８１５号外１４点」の購入経費の支出について
13,387

契約管財局 審査課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 土地開発公社の清算手続きに向けた協議並びに管外出張旅費の支出について（平成25年7月2日分）
28,100

契約管財局 審査課 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 土地開発公社の清算手続きに向けた協議並びに管外出張旅費の支出について（平成25年7月2日分）
28,100

契約管財局 審査課 平成25年08月08日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「詳解　土地評価事例７６号－７７号外１点」の購入経費の支出について
10,855

契約管財局 審査課 平成25年08月08日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「公共事業損失補償実務提要１７０３号－１７２０号」の購入経費の支出について
49,770

契約管財局 審査課 平成25年08月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「詳解　土地評価事例７６号－７７号外１点」の購入経費の支出について
2,885

契約管財局 審査課 平成25年08月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書追録「公共事業損失補償実務提要１７０３号－１７２０号」の購入経費の支出について
13,230

契約管財局 審査課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
500

契約管財局 審査課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
1,760

契約管財局 審査課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
280

契約管財局 審査課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
280

契約管財局 審査課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市補償審査委員会に係る報酬（８月分）について
80,025

契約管財局 審査課 平成25年08月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡等文書発送用後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
1,650

契約管財局 審査課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡等文書発送用後納郵便料金の支出について（平成２５年７月分）
970
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契約管財局 審査課 平成25年08月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　其他委員等旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成25年7月分）
940

契約管財局 審査課 平成25年08月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成25年7月分）
92,983

契約管財局 審査課 平成25年08月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　其他委員等旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成25年7月分）
250

契約管財局 審査課 平成25年08月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成25年7月分）
24,717

契約管財局 審査課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 土地開発公社の清算結了に至る経過報告並びに管外出張旅費の支出について（平成25年8月6日分）
28,500

契約管財局 審査課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 土地開発公社の清算結了に至る経過報告並びに管外出張旅費の支出について（平成25年8月6日分）
28,500

契約管財局 用地課 平成25年08月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
777,000

契約管財局 用地課 平成25年08月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
354,900

契約管財局 用地課 平成25年08月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
152,250

契約管財局 用地課 平成25年08月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
152,250

契約管財局 用地課 平成25年08月08日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　尼崎平野線　土地売買に伴う物件移転補償金の支出について
24,020,550

契約管財局 用地課 平成25年08月08日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　尼崎平野線　土地売買に伴う残地補償金の支出について
40,378

契約管財局 用地課 平成25年08月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 公有財産購入費　権利購入費 大阪都市計画事業　津守阿倍野線　土地売買に伴う借地権放棄補償金の支出について
5,998,739

契約管財局 用地課 平成25年08月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　津守阿倍野線　土地売買に伴う物件移転補償金の支出について
9,960,850

契約管財局 用地課 平成25年08月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託および同経費の支出について
42,000

契約管財局 用地課 平成25年08月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託および同経費の支出について
4,288,200

契約管財局 用地課 平成25年08月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　河堀口舎利寺線　土地売買代金の支出について
9,407,853

契約管財局 用地課 平成25年08月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　河堀口舎利寺線　建物等補償金の支出について
9,387,750

契約管財局 用地課 平成25年08月15日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　十三吹田線　土地売買に伴う物件移転補償金の支出について
7,279,200

契約管財局 用地課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　住之江区第627号線　建物等補償金の支出について
67,534,800

こども青少年局 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 第一種衛生管理者免許試験にかかる出張命令および所要経費の支出について
4,460

こども青少年局 総務課 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 平成２５年６月分市内出張交通費（庶務・人事）の支出について
9,220

こども青少年局 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 勤続表彰用丸筒外1点の購入経費の支出について
17,690

こども青少年局 総務課 平成25年08月09日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 大阪市役所７階事務室電気設備他工事の実施並びに同所要経費の支出について
554,400

こども青少年局 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 更衣ロッカースペアキーの購入並びに同所要経費の支出について
4,200

こども青少年局 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（７月分）企画グループ
3,660

こども青少年局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成25年度第1回こども子育て支援会議にかかる報酬等の支出について
320,100

こども青少年局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成25年度第1回こども子育て支援会議にかかる報酬等の支出について
9,420

こども青少年局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 子ども・子育て支援新制度説明会の出席及び同経費の支出について
57,640

こども青少年局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度こども青少年局乾式電子複写機（FAX機）借入にかかる経費の支出について（２階企画部）
6,489

こども青少年局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度こども青少年局乾式電子複写機（FAX機）借入にかかる経費の支出について（地下1階）
4,295

こども青少年局 総務課 平成25年08月27日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成25年度こども青少年局文書等逓送業務にかかる所要経費の支出について（７月分）
433,818

こども青少年局 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用点字ディスプレイ長期借入経費の支出について（７月分）
4,615

こども青少年局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 平成２５年７月分市内出張交通費（庶務・人事）の支出について
5,340

こども青少年局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成25年度こども青少年局給食調理者等検便検査業務委託経費の支出について（７月分）
738,910

こども青少年局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ６）経費の支出について（７月分）
212,041

こども青少年局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ５）経費の支出について（７月分）
24,447

こども青少年局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ４）経費の支出について（７月分）
251,063

こども青少年局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ３）経費の支出について（７月分）
540,558

こども青少年局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 乾式電子複写機（ＦＡＸ機・７階　企画部青少年課）の長期借入にかかる経費の支出について
4,305

こども青少年局 青少年課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 備品購入費　機械器具費 児童いきいき放課後事業用壁掛け式エアコン買入にかかる経費の支出について（東ブロック）
1,529,850

こども青少年局 青少年課 平成25年08月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　光熱水費 庁舎管理用船場センタービル電気使用料の支出について（平成25年6月分)
41,515

こども青少年局 青少年課 平成25年08月13日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 「2013年度　こども　夢・創造プロジェクト」実施に伴う民間協力団体講師との詳細打合せに係る管外出張の旅費の支出について
5,730

こども青少年局 青少年課 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 地域における青少年健全育成活動補完事業の実施及び同所要経費の支出について
1,082,000

こども青少年局 青少年課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 児童いきいき放課後事業指導員給与等の支出について（平成25年8月分）
48,816,429

こども青少年局 青少年課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 児童いきいき放課後事業指導員給与等の支出について（平成25年8月分）
215,572,939

こども青少年局 青少年課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 児童いきいき放課後事業指導員給与等の支出について（平成25年8月分）
4,983,370

こども青少年局 青少年課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　其他委員等旅費 児童いきいき放課後事業指導員給与等の支出について（平成25年8月分）
322,030
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こども青少年局 青少年課 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 報償費　報償金 大阪市立青少年施設指定管理予定者選定委員会専門委員意見聴取会議の実施に伴う委員報酬の支出について
33,910

こども青少年局 青少年課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 地域における青少年健全育成支援活動補完事業の実施及び同所要経費の支出について
857,000

こども青少年局 青少年課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 放課後事業に関する５都市会議の開催にかかる管外出張経費の支出について
27,860

こども青少年局 青少年課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 児童いきいき放課後事業にかかる運営指導員等の給与計算及び関連業務委託契約の経費支出について(平成25年7月分）
598,500

こども青少年局 青少年課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 市内出張交通費および管外出張旅費（近接地）の支出について（７月分）
14,180

こども青少年局 青少年課 平成25年08月26日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業試行実施にかかる交付金の支出について（５・６月分）
1,481,400

こども青少年局 青少年課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用船場センタービル管理費及び建物修繕積立金の支出について（平成25年8月分）
653,019

こども青少年局 青少年課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 地域における青少年健全育成支援活動補完事業の実施及び同所要経費の支出について
239,000

こども青少年局 青少年課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 児童いきいき放課後事業用掲示ボード外1点買入にかかる経費の支出について
35,385

こども青少年局 青少年課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 平成２５年度第２回大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議（１次審査）にかかる経費の支出について
67,660

こども青少年局 青少年課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 青少年課放課後事業グループ市内出張旅費について（平成25年7月分）
17,790

こども青少年局 青少年課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 地域における青少年健全育成支援活動補完事業の実施及び同所要経費の支出について
149,000

こども青少年局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 平成25年度上半期局内一括購入物品（文具）の購入及び同経費の支出について
6,467

こども青少年局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外３点の購入経費の支出について
11,970

こども青少年局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 平成25年度上半期局内一括購入物品（文具）の購入及び同経費の支出について
13,261

こども青少年局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 平成25年度上半期局内一括購入物品（文具）の購入及び同経費の支出について
43,706

こども青少年局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 平成25年度上半期局内一括購入物品（文具）の購入及び同経費の支出について
25,461

こども青少年局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 平成25年度上半期局内一括購入物品（文具）の購入及び同経費の支出について
48,800

こども青少年局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外３点の購入経費の支出について
17,850

こども青少年局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　印刷製本費 こども青少年局決算関係事務用　平成24年度　決算資料　印刷経費の支出について
66,150

こども青少年局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成25年度上半期局内一括購入物品（文具）の購入及び同経費の支出について
6,757

こども青少年局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成25年度上半期局内一括購入物品（文具）の購入及び同経費の支出について
65,437

こども青少年局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成25年度上半期局内一括購入物品（文具）の購入及び同経費の支出について
53,737

こども青少年局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成25年度上半期局内一括購入物品（文具）の購入及び同経費の支出について
25,269

こども青少年局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外３点の購入経費の支出について
51,555

こども青少年局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外３点の購入経費の支出について
50,820

こども青少年局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外３点の購入経費の支出について
23,730

こども青少年局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成25年度上半期局内一括購入物品（文具）の購入及び同経費の支出について
34,495

こども青少年局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成25年度上半期局内一括購入物品（文具）の購入及び同経費の支出について
50,925

こども青少年局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成25年度上半期局内一括購入物品（文具）の購入及び同経費の支出について
82,913

こども青少年局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成25年度上半期局内一括購入物品（文具）の購入及び同経費の支出について
164,528

こども青少年局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外３点の購入経費の支出について
94,605

こども青少年局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　消耗品費 平成25年度上半期局内一括購入物品（文具）の購入及び同経費の支出について
5,575

こども青少年局 経理課 平成25年08月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分１回目）
30,614

こども青少年局 経理課 平成25年08月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分１回目）
57,212

こども青少年局 経理課 平成25年08月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分１回目）
1,100

こども青少年局 経理課 平成25年08月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分１回目）
2,000

こども青少年局 経理課 平成25年08月13日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分１回目）
620

こども青少年局 経理課 平成25年08月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分１回目）
2,000

こども青少年局 経理課 平成25年08月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分１回目）
17,520

こども青少年局 経理課 平成25年08月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分１回目）
400

こども青少年局 経理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 直営修繕作業用　エンジン式高圧洗浄機（冷水タイプ・防音型）　外６６点の購入経費の支出について
391,230

こども青少年局 経理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 備品購入費　機械器具費 直営修繕作業用　エンジン式高圧洗浄機（冷水タイプ・防音型）　外６６点の購入経費の支出について
543,270

こども青少年局 経理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 負担金、補助及交付金　分担金 こども青少年局分室にかかる管理費等の支出について（8月分）
185,673

こども青少年局 経理課 平成25年08月22日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 報償費　報償金 平成２５年度災害対策施設耐震改修工事（愛珠幼稚園耐震改修工事の実施設計）に伴う係官派遣旅費の支出について
29,220

こども青少年局 経理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 もと矢田中保育所機械警備業務委託長期継続の支払いについて（７月分）
17,850

こども青少年局 経理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（７月分）
4,820

こども青少年局 経理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（７月分）
5,770
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こども青少年局 経理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（７月分）
120

こども青少年局 経理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（７月分）
8,400

こども青少年局 経理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（７月分）
558,516

こども青少年局 経理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（７月分）
720

こども青少年局 経理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（７月分）
11,240

こども青少年局 経理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（７月分）
18,220

こども青少年局 経理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（７月分）
11,620

こども青少年局 経理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（７月分）
26,610

こども青少年局 経理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（７月分）
26,610

こども青少年局 経理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（７月分）
10,610

こども青少年局 経理課 平成25年08月28日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（７月分）
1,740

こども青少年局 管理課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 平成２５年度政令指定都市私学助成主管課長会出席にかかる経費の支出について
3,000

こども青少年局 管理課 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（平成25年7月8日付交付決定第6回目）
8,850,000

こども青少年局 管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 専門的家庭訪問支援事業用等　コピー用紙の購入及び同経費の支出について
8,484

こども青少年局 管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 専門的家庭訪問支援事業用等　コピー用紙の購入及び同経費の支出について
6,510

こども青少年局 管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園コピー機使用料の支出について（６月分）
574,353

こども青少年局 管理課 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年８月５日支払子ども手当給付費の支出について
387,000

こども青少年局 管理課 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年８月５日支払児童手当給付費の支出について
35,420,000

こども青少年局 管理課 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年８月５日支払児童手当給付費の支出について（施設入所児童分）
310,000

こども青少年局 管理課 平成25年08月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 子育て支援室スキルアップ研修講師謝礼の支出について（なにわっ子すくすくスタート：平成２５年７月）
9,460

こども青少年局 管理課 平成25年08月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　療育指導診査事業にかかる診査費の支出について（６月分）
47,708

こども青少年局 管理課 平成25年08月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 療育指導診査事業にかかる診査費の支出について（６月分　市民病院）
9,458

こども青少年局 管理課 平成25年08月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（６月分　市民病院）
24,012

こども青少年局 管理課 平成25年08月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　印刷製本費 市立幼稚園紹介用リーフレット「ようちえんだいすき」にかかる経費の支出について
92,307

こども青少年局 管理課 平成25年08月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市病児・病後児保育事業、確定加算額の支出について(第１四半期)
7,976,850

こども青少年局 管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　6月分（府外）
9,979,610

こども青少年局 管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　6月追加分（府内）
6,038

こども青少年局 管理課 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 家庭児童相談員事例研究会用講師謝礼の支出について（平成２５年度７月東・南ブロック）
7,340

こども青少年局 管理課 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 児童家庭法令通達集追録（７２０～７２２号）の買入用経費の支出について
9,828

こども青少年局 管理課 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（６月分）
41,622

こども青少年局 管理課 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（平成25年7月8日付交付決定第7回目）
9,518,730

こども青少年局 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成25年度　乳児家庭全戸訪問事業の支出について　（第１四半期）
13,156,142

こども青少年局 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成25年度　養育支援訪問事業（専門的家庭訪問支援事業）の支出について（第1四半期分）
3,180,836

こども青少年局 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　医薬材料費 平成25年度　３歳児尿検査用　ピペットチューブの購入経費の支出について
264,600

こども青少年局 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　妊婦健康診査事業に要する振込手数料の支出について　6月分（府内）
4,560

こども青少年局 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　妊婦健康診査事業に要する事務手数料の支出について　6月分（府内）
6,960

こども青少年局 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　6月分（府内）
431,520

こども青少年局 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　母子訪問指導事業の支出について　（第１四半期）
1,718,013

こども青少年局 管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　妊婦・乳児一般健康診査事業及び出産前小児保健指導事業に要する振込手数料の支出について　7月分（府内）
175,560

こども青少年局 管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　妊婦・乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　7月分（府内）
175,254,820

こども青少年局 管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　出産前小児保健指導事業実施にかかる委託料の支出について（６月分）
6,000

こども青少年局 管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託の実施並びに同所要経費の支出について（東成区～港区　２９園分）７月分
222,285

こども青少年局 管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託の実施並びに同所要経費の支出について（北区～淀川区　１８園分）７月分
130,410

こども青少年局 管理課 平成25年08月21日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 大阪市私立幼稚園就園奨励費及び幼児教育費補助金にかかる調書データ入力処理業務にかかる支出について
377,488

こども青少年局 管理課 平成25年08月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市病児・病後児保育事業、確定加算額の支出について(第１四半期)
6,056,300

こども青少年局 管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年度全国主任児童委員研修会参加にかかる旅費の支出について（主任児童委員分）
270,400

こども青少年局 管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 滝川幼稚園他３施設（西北エリア）消防設備修繕工事にかかる経費の支出について
197,400

こども青少年局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度生野区及び住吉区子ども・子育てプラザにかかる自動扉開閉装置保守点検業務経費の支払いについて（第１回）
27,300
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こども青少年局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 もと城東児童館を活用した地域子育て支援拠点事業委託料の支出について（２回目／３回）
3,110,426

こども青少年局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託の実施並びに同所要経費の支出について（住吉区～西成区　１２園分）
98,908

こども青少年局 管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度４月分市内出張交通費の支出について（管理課）
9,460

こども青少年局 管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　普通旅費 平成２５年度４月分市内出張交通費の支出について（管理課）
2,890

こども青少年局 管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成25年度　妊婦健康診査事業に要する医療扶助費の支出について　No4
1,011,870

こども青少年局 管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度５月分市内出張交通費の支出について（管理課）
37,870

こども青少年局 管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市子育て短期支援事業委託料の支出について(第１四半期分)
1,317,450

こども青少年局 管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市病児・病後児保育事業、確定加算額の支出について(第１四半期)
5,126,800

こども青少年局 管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　普通旅費 平成２５年度５月分市内出張交通費の支出について（管理課）
3,260

こども青少年局 管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園コピー機使用料の支出について（７月分）
519,061

こども青少年局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 平成２５年度全国主任児童委員研修会参加にかかる旅費の支払いについて（管理課分）
33,800

こども青少年局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成２５年度全国主任児童委員研修会参加にかかる経費の支払いについて（会費分）
36,000

こども青少年局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 大阪市つどいの広場事業委託事業者等選定会議委員に対する報償金の支出について（平成２５年５月公募分）
51,415

こども青少年局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度６月分市内出張交通費の支出について（管理課）
15,880

こども青少年局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度もと大淀勤労青少年ホーム（北区子ども・子育てプラザ）外5施設清掃業務委託他３件委託料の支払いについて（７月分）
1,698,375

こども青少年局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　普通旅費 平成２５年度６月分市内出張交通費の支出について（管理課）
10,580

こども青少年局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　妊婦・乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　7月分（市民病院）
12,434,326

こども青少年局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成25年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　7月分（府内）
108,684

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 第２回里親審査部会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
96,030

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 第２回里親審査部会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
3,000

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成25年度養育支援訪問事業（エンゼルサポーター派遣事業）の委託に係る経費の支出について（４月～５月分）
1,110,685

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度助産施設措置費（４～５月分）の支出について
13,324,041

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年助産施設法外援護費（４～５月分）の支出について
671,510

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成25年度大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（2回目）
13,200

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置費の支払いについて（８月分）
379,811,313

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 第６２回近畿児童福祉施設スポーツ大会開催に伴う分担金の支出について
100,000

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度助産施設措置費（５月分）の支出について
1,370,553

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度助産施設法外援護費（５月分）の支出について
13,230

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度児童扶養手当給付費の支出について（２５年８月期定時払分）１回目
5,129,361,700

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度児童扶養手当給付費の支出について（２５年８月期定時払分）２回目
1,908,550

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度ひとり親家庭高等技能訓練促進費の支出について（４～６月分　３回目）
5,430,000

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月12日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 児童相談システム用機器保守業務委託（7月分）の支出について(長期契約)
89,250

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議の出席にかかる管外出張及び経費の支出について
28,820

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度助産制度措置費（５～６月分）の支出について
21,418,989

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費の支出について（６月分）
192,562

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度助産施設措置費（６月分）の支出について（大阪市立病院分）
5,923,270

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度助産施設法外援護費（６月分）の支出について
315,260

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度助産施設法外援護費（６月分）の支出について（大阪市立病院分）
15,330

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（７月分）
1,154,443

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（８月概算払分）
85,830,000

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（７月概算払追給分）
32,599,185

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 児童扶養手当受給者のしおり外２点の作成ならびに同所要経費の支出について
22,711

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　印刷製本費 児童扶養手当受給者のしおり外２点の作成ならびに同所要経費の支出について
272,675

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（８月概算払分）
92,230,716

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度児童扶養手当給付費の支出について（２５年８月期追加払分）１回目
314,680

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度ひとり親家庭高等技能訓練促進費の支出について（４～６月分　４回目）
2,292,000

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 入舟寮他３施設に係る指定管理業務代行料（８月分）の支出について
64,588,655

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 母子生活支援施設にかかる指定管理業務代行料（８月分）の支出について
26,296,970
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こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 ひとり親家庭へのアンケート調査データ入力集計業務の実施について
465,812

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について
22,158

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について
18,842,697

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 阿波座センタービルにおける誘導灯・非常灯交換バッテリーの買入について
82,320

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度こども医療費助成事業用医療費審査支払手数料の支出について（７月審査分）
6,151,296

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費審査支払手数料の支出について（７月審査分）
307,392

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について
153,033

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について
16,956,540

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２５年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（７月審査分）
431,328

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２５年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（７月審査分）
3,266,208

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度児童扶養手当給付費の支出について（２５年８月期追加払分）２回目
3,073,600

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（８月決定分）
5,744,309

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 和歌山県立和歌山すみれホームにかかる措置費（８月分）の支出について
321,444

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 和歌山県立白浜なぎさホームにかかる措置費（８月分）の支出について
452,342

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 母子生活支援施設わかくさにかかる措置費（８月分）の支出について
256,651

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度助産施設法外援護費（６月分）の支出について（大阪市立病院分）
49,600

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度助産施設法外援護費（５～６月分）の支出について
310,380

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（８月決定分）
10,789,970

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について
28,600

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪府立修徳学院にかかる措置費（４～６月分）の支出について
4,401,161

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 奈良県立精華学院にかかる措置費（７月分）の支出について
351,396

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度施設児童自立支援事業（学力ケア）労働者派遣業務委託に係る経費の支出について（７月分）
4,168,329

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２５年度ひとり親家庭高等技能訓練促進費の支出について（４～６月分　５回目）
634,500

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 平成25年度要保護児童対策地域協議会機能強化事業（7月分）の支出について
543,900

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２５年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（７月審査分：基金）
1,888,001

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度こども医療費助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（７月審査分）
17,966,257

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（８月概算払分）
370,968,943

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 兵庫県立明石学園にかかる措置費（７月分）の支出について
804,558

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 上下水道料金福祉減免措置こども青少年局負担額の支払いについて（２５年度第１四半期分）
92,758,226

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２５年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（８月概算払分：基金）
56,458,446

こども青少年局 こども家庭課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度児童扶養手当給付費の支出について（２５年８月期追加払分）３回目
2,624,970

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　野菜類買入経費の支出について（５月分）
344,804

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 平成２５年度全日本少年野球連盟会費の支出について
5,000

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度　阿武山学園入所児童生活指導訓練費の支出について（８月分）
159,600

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 第４６回ハチ北林間ホーム参加にかかる経費の支出について
3,600

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 第４６回ハチ北林間ホーム参加にかかる経費の支出について
690

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 第４６回ハチ北林間ホーム参加にかかる経費の支出について
44,000

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　魚介類買入経費の支出について（５月分）
86,184

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　ネットワーク回線使用料（６月分）の支出について
6,804

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（７月分）
31,675

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　燃料費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（７月分）
20,925

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　小口支払基金の支出について（７月分）
20,000

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　冷凍食品類買入経費の支出について（４月～６月分）
36,116

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　乾物類買入経費の支出について（４月～６月分）
99,871

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　菓子類買入経費の支出について（４月～６月分）
54,604

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　野菜類買入経費の支出について（６月分）
357,158

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　デザート類買入経費の支出について（４月～６月分）
22,361

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　肉類買入経費の支出について（４月～６月分）
297,115
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こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　米買入経費の支出について（４月～６月分）
271,320

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　魚介類買入経費の支出について（６月分）
97,114

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　麺類買入経費の支出について（４月～６月分）
6,505

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　牛乳類買入経費の支出について（４月～６月分）
91,589

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　業務用食品類買入経費の支出について（４月～６月分）
94,836

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　パン類買入経費の支出について（４月～６月分）
89,919

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　加工食品類買入経費の支出について（４月～６月分）
306,376

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 阿武山学園　市内出張交通費（６月分）の支出について
16,900

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 阿武山学園　市内出張交通費（４月　口座不能分）の支出について
1,320

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　コピー代金の支払について（６月分）
25,336

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園夏季園外社会体験行事実施経費の支出について
24,000

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園夏季園外社会体験行事実施経費の支出について
45,350

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（７月分）
2,000

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　燃料費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（７月分）
13,413

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 阿武山学園　本館便所清掃業務委託経費の支出について
16,621

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　小口支払基金の支出について（７月分）
8,400

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 第６４回全日本少年野球大会参加会費の支出について
15,000

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　乾物類買入経費の支出について（７月分）
138,579

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　米買入経費の支出について（７月分）
136,080

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　デザート類買入経費の支出について（７月分）
17,424

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　肉類買入経費の支出について（７月分）
393,000

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　パン類買入経費の支出について（７月分）
84,810

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　業務用食品類買入経費の支出について（７月分）
10,542

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　冷凍食品類買入経費の支出について（７月分）
31,972

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　加工食品類買入経費の支出について（７月分）
357,471

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　麺類買入経費の支出について（７月分）
8,489

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　牛乳類買入経費の支出について（７月分）
100,788

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　船車賃借料 近畿児童自立支援施設野球大会参加にかかるバス借り上げ経費の支出について
160,000

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 退所児童アフターケアにかかる管外出張及び同所用経費の支出について
2,760

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 第６４回　全日本少年野球大会参加にかかる経費（資金前渡分）の支出について
24,000

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 第６４回　全日本少年野球大会参加にかかる経費（資金前渡分）の支出について
236,160

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 阿武山学園　市内出張交通費（７月分）の支出について
24,660

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　電話料金の支出について（８月分）
24,223

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 阿武山学園　水道料金（６月～７月分）の支出について
995,183

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 阿武山学園　水道料金（６月～７月分）の支出について
1,429,596

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　菓子類買入経費の支出について（７月分）
64,463

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　弁当買入経費の支出について（７月分）
109,368

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 阿武山学園　白衣等洗濯業務経費の支出について
7,843

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　魚介類買入経費の支出について（７月分）
98,656

こども青少年局 阿武山学園 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　野菜類買入経費の支出について（７月分）
388,813

こども青少年局 運営担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成25年7月10日実施分）
6,240

こども青少年局 運営担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　特別旅費 平成２５年度児童相談所児童心理司スーパーバイザー研修への参加にかかる所要経費の支出について
51,720

こども青少年局 運営担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 児童移送にかかる職員の立替払いについて
6,590

こども青少年局 運営担当 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 社会福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（７月分）の支出について
48,015

こども青少年局 運営担当 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 社会福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（７月分）の支出について
2,560

こども青少年局 運営担当 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター用寝具一式経費（平成２５年６月分）
50,891

こども青少年局 運営担当 平成25年08月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（６月分）の支出について（光IP電話通話料）
485,467

こども青少年局 運営担当 平成25年08月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成25年7月24日実施分）
12,960
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こども青少年局 運営担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 こども相談センター事業用一時保護委託にかかる措置費の支出について（Ｎｏ．００８）
790,300

こども青少年局 運営担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 こども相談センター事業用一時保護委託にかかる措置費の支出について（Ｎｏ．００７）
1,389,170

こども青少年局 運営担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成25年度教育相談事業ケース検討会議の講師謝礼の支出について（心理療法　第2回）
35,200

こども青少年局 運営担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料購入にかかる支出について（６月分パン）
122,985

こども青少年局 運営担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料購入にかかる支出について（６月分業務用調味料類・米類）
244,437

こども青少年局 運営担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター賄材料購入にかかる支出について（６月分魚介類）
254,572

こども青少年局 運営担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター一般廃棄物収集・運搬費用の支出について（平成２５年度第１期分）
150,661

こども青少年局 運営担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター産業廃棄物収集・運搬及び処分費用の支出について（平成２５年度第１期分）
44,583

こども青少年局 運営担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成25年7月25日実施分）
1,580

こども青少年局 運営担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成25年7月26日実施分）
4,380

こども青少年局 運営担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（６月分）の支出について（児童虐待ホットライン用フリーダイヤル通話料）
49,359

こども青少年局 運営担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 負担金、補助及交付金　会費 平成２５年度全国児童相談所長会年会費の支出について
14,000

こども青少年局 運営担当 平成25年08月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 メンタルフレンド訪問援助事業用活動費（第１四半期分）の支出について
113,880

こども青少年局 運営担当 平成25年08月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 メンタルフレンド訪問援助事業用活動費（事前研修会）の支出について
20,000

こども青少年局 運営担当 平成25年08月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成２５年度教育相談事業ケース検討会議の講師謝礼の支出について（支援方策の見立て・第３回）
105,760

こども青少年局 運営担当 平成25年08月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成25年7月25日実施分）②
1,660

こども青少年局 運営担当 平成25年08月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター事業用コピー代金にかかる支出について（６月分）
139,482

こども青少年局 運営担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（７月後半分）
294

こども青少年局 運営担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業（性加害治療教育プログラム）スーパーバイズ講師謝礼（6月分）の支出について
18,600

こども青少年局 運営担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成25年7月26日実施分）②
27,120

こども青少年局 運営担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月後半分）
7,883

こども青少年局 運営担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（７月後半分）
80,000

こども青少年局 運営担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月後半分）
2,900

こども青少年局 運営担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月後半分）
1,300

こども青少年局 運営担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（７月後半分）
1,098

こども青少年局 運営担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 児童虐待防止援助活動弁護士報酬の支出について（第１四半期分）
2,520,500

こども青少年局 運営担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成25年7月31日実施分）
6,000

こども青少年局 運営担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 児童移送用公用車ＥＴＣ利用有料道路通行料（６月分）の支出について
156,900

こども青少年局 運営担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 こども相談センター事業用一時保護委託にかかる措置費の支出について（Ｎｏ．００９）
1,056,170

こども青少年局 運営担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 精密検診及び事後指導用報償金（７月分）の支出について
259,200

こども青少年局 運営担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 情緒障がい児外来治療センター事業用報償金（７月分）の支出について
837,120

こども青少年局 運営担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 親・子のカウンセリング事業用報償金（７月分）の支出について
292,320

こども青少年局 運営担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター施設管理用電子錠ケース外１点の買入の支出について
62,454

こども青少年局 運営担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター一時保護所事業用ＤＰＤ試薬外１点の買入経費の支出について
117,800

こども青少年局 運営担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度こども相談センター用ＡＥＤ借入の実施及び同所要経費の支出について
4,200

こども青少年局 運営担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度児童相談システム機器等借入経費の支出について（７月分）
42,756

こども青少年局 運営担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 教育相談事業用（サテライト平野、東淀川）ワイヤレステレビドアホン２台買入にかかる所要経費の支出について
35,280

こども青少年局 運営担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料購入にかかる支出について（６月分野菜類・果物類・だし類）
601,564

こども青少年局 運営担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成25年度こども相談センター不登校児童通所事業（中央通所ルームC)業務委託契約にかかる支出について（平成25年７月分）
438,000

こども青少年局 運営担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター休日及び平日夜間の電話教育相談事業委託契約にかかる支出について（平成25年7月分）
2,480,000

こども青少年局 運営担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成25年度こども相談センター不登校児童通所事業（中央通所ルームＡ外１５区分）業務委託契約にかかる支出について（平成25年７月分）
9,080,000

こども青少年局 運営担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成25年8月5日実施分）
2,160

こども青少年局 運営担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成25年8月5日実施分）
3,300

こども青少年局 運営担当 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市こども相談センター一時保護所用組立式プール一式借入について（平成２５年７月分）
98,700

こども青少年局 運営担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 児童相談所システム用バックアップデータ遠隔地保管業務委託料の支出について（７月分）
5,460

こども青少年局 運営担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成25年8月5日実施分）
48,020

こども青少年局 運営担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター賄材料購入にかかる支出について（６月分肉・肉加工品）
234,977

こども青少年局 運営担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 乾式電子複写機（ＦＡＸ）の所要経費の支出について（平成２５年７月分）
4,294
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こども青少年局 運営担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業報償金の支出について（7月30日実施分）
56,680

こども青少年局 運営担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　建物修繕料 こども相談センター非常用発電機設備始動空気系統修繕料の支出について
284,550

こども青少年局 運営担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　医薬材料費 こども相談センター診療所事業用サージカルマスク他１９点の買入について
188,979

こども青少年局 運営担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用料金後納郵便の支出について（７月分）
159,030

こども青少年局 運営担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター警備（人的警備）業務委託料（平成２５年度７月分）の支出について
551,250

こども青少年局 運営担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター等施設維持管理業務委託料（平成２５年度７月分）の支出について
283,500

こども青少年局 運営担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター昇降機保守点検業務料(平成２５年度７月分)の支出について
126,000

こども青少年局 運営担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター清掃業務委託（平成２５年度７月分）の支出について
428,750

こども青少年局 運営担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 スクールカウンセラー報償金の支出について（平成25年7月分）
14,555,440

こども青少年局 運営担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料購入にかかる支出について（６月分一般調味料類・菓子類）
375,579

こども青少年局 運営担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成25年度こども相談センター臨床検査業務委託の支出について（平成２５年７月分）
77,988

こども青少年局 運営担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 こども相談センター事業用一時保護委託にかかる措置費の支出について（Ｎｏ．０１０）
2,376,367

こども青少年局 運営担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（５月分）の支出について
573,945

こども青少年局 運営担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成25年8月13日実施分）
5,020

こども青少年局 運営担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 こども相談センター白衣等洗濯請負業務委託経費の支出について（７月分）
12,915

こども青少年局 運営担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　船車修繕料 こども相談センター公用車のラジエーター故障に伴う交換修理業務経費の支出について
39,480

こども青少年局 運営担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月前半分）
9,759

こども青少年局 運営担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（８月前半分）
100,000

こども青少年局 運営担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月前半分）
18,640

こども青少年局 運営担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（８月前半分）
6,240

こども青少年局 運営担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター用寝具一式経費（平成２５年７月分）
52,008

こども青少年局 運営担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月前半分）
1,200

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月06日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 大阪市保育所職員７月研修会実施に係る所要経費について（講師謝礼）
18,730

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成25年度市内出張交通費の支出について（4月～6月分）
184,950

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 わかりやすい食品衛生の手引追録４５－４６号の支出について
5,050

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度　市内民間保育所運営費（８月分）の支出について
2,600,317,420

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度　他市公立保育所運営費（７月分）の支出について（七尾市：のとじま保育園）
113,620

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月12日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 大阪市保育所職員７月研修会実施に係る所要経費について（講師謝礼）
24,120

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月12日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 大阪市保育所職員７月研修会実施に係る所要経費について（講師謝礼）
9,780

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 平成25年度　保育所保護者支援研修会参加にかかる所要経費について（旅費）
45,800

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月12日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 平成25年度　保育所保護者支援研修会参加にかかる所要経費の支出について（会費）
13,200

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度保育所入所関係帳票（福祉五法システム）の裁断等業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（７月分）
60,860

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 使用料及賃借料　使用料 保育料徴収事務にかかるノート型パソコンの借入にかかる経費の支出について（７月分）
12,075

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 Ｑ＆Ａ食品表示の手引追録６号の支出について
3,000

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 食品衛生関係手続マニュアル追録２５－２６号の支出について
5,250

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等作成業務委託（概算契約）（その２）の実施にかかる経費の支出について（７月分）
162,076

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 大阪市保育所職員７月研修会実施に係る所要経費について（講師謝礼）
87,120

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 大阪市保育所職員７月研修会実施に係る所要経費について（講師謝礼）
17,100

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市保育所職員7月研修会実施に係る所要経費について（会場使用料）
35,700

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２５年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等裁断、封入、封緘、配送業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（７月分）
140,614

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市保育所児童の尿検査・ぎょう虫卵検査業務委託に係る経費の支出について
5,075,154

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保育の実施期間に関する重要なお知らせ外２点の印刷にかかる経費の支出について
34,650

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　印刷製本費 保育の実施期間に関する重要なお知らせ外２点の印刷にかかる経費の支出について
23,625

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度　他市保育所運営費（８月分）の支出について
4,888,080

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 平成25年度　公立保育所トップセミナー参加にかかる所要経費について（旅費）
37,540

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度　他市公立保育所運営費（８月分）の支出について（七尾市：のとじま保育園）
113,620

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 平成２５年度　公立保育所トップセミナー参加にかかる所要経費の支出について（会費）
10,000

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成25年度市内出張交通費の支出について（4月～6月分）二回目
6,110
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こども青少年局 保育企画課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 「待機児童解消加速化プラン」に関する意見交換会（第２回）への参加にかかる出張旅費支出について
26,800

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市保育ママ（家庭的保育）事業（保育所実施型）の実施及び同所要経費の支出について（第１四半期分）
31,940,180

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２５年度　他市公立保育所運営費（８月分）の支出について（かほく市：ひまわり保育園）
36,940

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月30日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 保育料過誤納金（平成25年過年度）の還付について（８月分）
1,142,670

こども青少年局 保育企画課 平成25年08月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間保育所整備補助金の支出について
282,298,000

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 国旗（日章旗）の購入経費の支出について
298,158

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 公立保育所甲種防火管理者講習の受講の実施及び同所要経費の支出について（長吉第２保育所）
8,000

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 北加賀屋保育所外１箇所自動ドア設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第１四半期）
17,010

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 南大江保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第１四半期）
157,500

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 長吉第１保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第１四半期）
250,425

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 森小路保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第１四半期）
143,325

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 鯰江保育所調理室空調機取替工事の所要経費の支出について
796,950

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 南方保育所低圧引込工事の実施及び同所要経費の支出について
220,500

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 北加賀屋保育所１歳児保育室空調機点検作業の所要経費の支出について
55,000

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 味原保育所１歳児保育室空調機点検作業の所要経費の支出について
63,000

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 海老江保育所５歳児保育室空調機点検作業の所要経費の支出について
63,000

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 十三保育所休日保育室空調機点検作業の所要経費の支出について
63,000

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 御幸保育所調理室給湯器修繕の所要経費の支出について
21,367

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 南生野保育所支援センター事務室空調機修繕の所要経費の支出について
27,741

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 鶴橋保育所病後児保育室空調機修繕の所要経費の支出について
63,000

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 味原保育所調理室食器消毒保管庫修繕の所要経費の支出について
38,115

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 所外保育にかかる普通旅費の支出について（８月１９～２４日）
23

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 冷蔵庫外２点の購入経費の支出について
67,494

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所運営課市内出張交通費の支払いについて（6月分）
104,660

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 野田保育所調理室空調機修繕の所要経費の支出について
99,855

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 喜連保育所５歳児保育室及び調理室空調機修繕の所要経費の支出について
60,744

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 西保育所５歳児保育室空調機点検作業の所要経費の支出について
63,000

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 野田保育所２歳児保育室空調機点検作業の所要経費の支出について
63,000

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２５年度市立保育所夜間及び休日機械警備業務委託の所要経費の支出について（７月分
67,830

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２５年度　保育所運営事業委託料の支出について（８月分）
349,567,565

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２５年度市立保育所機械警備業務（その２）委託の所要経費の支出について（７月分）
110,880

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 松之宮保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第１四半期）
99,855

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 住吉乳児保育所乳児トイレ給湯器修繕の所要経費の支出について
2,730

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 南津守保育所３歳児保育室排水管通管業務委託の所要経費の支出について
24,150

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育用テレフォンスタンドの購入経費の支出について
54,085

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 海老江保育所調理室食器消毒保管庫修繕の所要経費の支出について
65,100

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 喜連保育所５歳児保育室空調機点検作業の所要経費の支出について
55,000

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２５年度市立保育所機械警備業務（その４）委託の所要経費の支出について（７月分）
103,950

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２５年度市立保育所機械警備業務（その３）委託の所要経費の支出について（７月分）
73,500

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２５年度市立保育所機械警備業務（その１）委託の所要経費の支出について（７月分）
77,175

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 市立天王寺保育所運動会実施に伴う運動場借上げ経費の支出について
15,000

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 市立保育所における電話料金の支出について（ＫＤＤＩ７月分）
141,386

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月26日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 役務費　通信運搬費 保育所移転業務の実施経費の支出について（茨田第２保育所）
105,000

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月26日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 備品購入費　機械器具費 机の購入経費の支出について（茨田第2保育所）
343,980

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について（７月分）特別保育事業
60,180

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について（６・７月分）
427,000

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 南津守保育所調理室空調機緊急取替工事の所要経費の支出について
506,100

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 加島第１保育所３歳児保育室空調機取替工事の所要経費の支出について
747,600
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こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 東小橋保育所事務室空調機取替工事の所要経費の支出について
370,650

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 北加賀屋保育所１歳児保育室空調機修繕の所要経費の支出について
21,525

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 中川保育所乳児トイレ給湯器修繕の所要経費の支出について
10,290

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 千本保育所２歳児保育室空調機修繕の所要経費の支出について
74,340

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 木川第１保育所調理室及び事務室空調機修繕の所要経費の支出について
193,893

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 磯路保育所５歳児保育室空調機修繕の所要経費の支出について
65,940

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 浅香東保育所調理室業務用冷凍冷蔵庫修繕の所要経費の支出について
17,325

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 北加賀屋保育所０歳児保育室空調機修繕の所要経費の支出について
121,748

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 十三保育所１歳児保育室及び３歳児保育室空調機修繕の所要経費の支出について
115,689

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（単価契約）（７月分）
56,902

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 グロッケンの購入経費の支出について
14,332

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（単価契約）（７月分）
422,066

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成２５年度市立保育所におけるインターネット回線使用料（ケイオプティコム７月分）の支出について
680,400

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　不動産賃借料 都市再生機構内保育所（出来島・千島・豊里第２）賃貸料、共益費の支出について（８月分）
259,320

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 保育所用冷凍冷蔵庫の購入経費の支出について
135,870

こども青少年局 保育所運営課 平成25年08月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 役務費　手数料 茨田第2保育所ピアノ調律業務の実施経費の支出について
8,400

環境局 環境管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（7月10日実施分）
18,000

環境局 環境管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 大気汚染常時監視用今里交差点局の電気料金に係る経費の支出について(第１四半期分)
43,490

環境局 環境管理課 平成25年08月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　燃料費 揮発油の購入（規制指導用）経費の支出について　６月分
15,875

環境局 環境管理課 平成25年08月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（６月分）
2,380

環境局 環境管理課 平成25年08月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（６月分）
2,280

環境局 環境管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報酬　其他委員等報酬 環境影響評価専門委員会（7月12日水質廃棄物・地盤沈下合同部会）委員交通費及び報酬の支出について（環境影響評価）
56,745

環境局 環境管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　費用弁償 環境影響評価専門委員会（7月12日水質廃棄物・地盤沈下合同部会）委員交通費及び報酬の支出について（環境影響評価）
2,040

環境局 環境管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 大気汚染常時監視用ロードコーン外２点の買入経費の支出について
18,102

環境局 環境管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ高速道路通行料の支出について（公害パトロール用・平成２５年６月分）
48,100

環境局 環境管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路（車両有料道路）通行料金用経費の支出について　６月分
12,400

環境局 環境管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報酬　其他委員等報酬 環境影響評価専門委員会（7月25日景観部会）委員報酬の支出について（環境影響評価用）
18,915

環境局 環境管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報酬　其他委員等報酬 環境影響評価専門委員会（7月19日大気・騒音振動合同部会）委員交通費及び報酬の支出について（環境影響評価）
75,660

環境局 環境管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　費用弁償 環境影響評価専門委員会（7月19日大気・騒音振動合同部会）委員交通費及び報酬の支出について（環境影響評価）
3,400

環境局 環境管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 大気汚染常時監視用電話回線1回線使用に係る経費の支出について（野中小学校測定局：7月分）
8,539

環境局 環境管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 環境データ処理システム用コンピュータ機器一式長期借入に係る使用料の支出について（7月分）
57,456

環境局 環境管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 環境保全関係業務処理システム用サーバ及び周辺装置長期借入に係る経費の支出について（7月分）
52,395

環境局 環境管理課 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内等出張交通費の支出について（７月分環境規制）
3,330

環境局 環境管理課 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内等出張交通費の支出について（７月分）
840

環境局 環境管理課 平成25年08月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物情報管理システム用機器一式長期借入経費の支出について　７月分
75,600

環境局 環境管理課 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 自動車騒音面的評価システムに係る機器の借入経費の支出について（交通騒音振動対策用）７月分
5,775

環境局 環境管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 ＡＴＣ庁舎電気料金の支出について（平成２５年７月分・庁舎管理用）
443,161

環境局 環境管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ月極駐車場使用料金の支出について（平成25年9月分・庁舎管理用）
147,000

環境局 環境管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎構内電話配線使用料の支出について（平成25年7月分・庁舎管理用）
1,050

環境局 環境管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局ＡＴＣ庁舎賃料・共益費の支出について（平成25年9月分・庁舎管理用）
4,662,318

環境局 環境管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（7月23日実施分）
18,000

環境局 環境管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視用テレメータ機器一式長期借入に係る経費の支出について（親局：７月分）
436,065

環境局 環境管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視テレメータシステム用機器長期借入にかかる経費の支出について（子局：７月分）
769,482

環境局 環境管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大気汚染常時監視用ＡＴＣ庁舎の構内配線使用に係る経費の支出について(7月分）
5,775

環境局 環境管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 産業廃棄物規制用市内出張交通費の支出について（７月分）
2,840

環境局 環境管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（7月分　事務連絡用）
8,630

環境局 環境管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 法規関連書籍追録概算購入費用の支出について（環境管理部一般業務用）
13,000

環境局 環境管理課 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（環境管理部・公害パトロール用・７月分）
50,706
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環境局 環境管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報酬　其他委員等報酬 環境影響評価専門委員会（8月6日総括部会）委員交通費及び報酬の支出について（環境影響評価）
75,660

環境局 環境管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　費用弁償 環境影響評価専門委員会（8月6日総括部会）委員交通費及び報酬の支出について（環境影響評価）
3,820

環境局 環境管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
598

環境局 環境管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
210

環境局 環境管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
680

環境局 環境管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
1,200

環境局 環境管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 郵便料金の支出について（7月分　環境管理部　一般業務用）
5,300

環境局 環境管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
700

環境局 環境管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
250

環境局 環境管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
700

環境局 環境管理課 平成25年08月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
800

環境局 北部環境保全監視担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用　平成２５年７月分）の支出について（一般業務用）
240

環境局 北部環境保全監視担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 アスベスト対策用アスベストサンプリングポンプ外２点の購入に係る経費の支出について
90,510

環境局 北部環境保全監視担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 備品購入費　機械器具費 アスベスト対策用アスベストサンプリングポンプ外２点の購入に係る経費の支出について
356,790

環境局 北部環境保全監視担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,200

環境局 北部環境保全監視担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
700

環境局 北部環境保全監視担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,100

環境局 東部環境保全監視担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 一般事務用複写機使用料の支出について【東部環境保全監視（平成25年度第1四半期分】
19,010

環境局 東部環境保全監視担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,700

環境局 東部環境保全監視担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,000

環境局 東部環境保全監視担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
3,200

環境局 東部環境保全監視担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
9,200

環境局 東部環境保全監視担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 東部環境保全監視グループ用市内出張交通費（７月分）について
320

環境局 西部環境保全監視担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　特別旅費 平成２５年度環境省大気環境研修用管外出張旅費の支出について
28,540

環境局 西部環境保全監視担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般業務用市内出張交通費の支出について（平成２５年７月分）
800

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 南東部環境保全監視グループ用市内出張交通費(７月分)
1,920

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 騒音振動対策用レベルレコーダーの賃料経費の支出について(７月分)
17,010

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について(7月分)
200

環境局
南東部環境保全監視担
当

平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス駐輪場の賃借料(環境保全監視運営用)の支出について(８月分)
2,000

環境局
南西部環境保全監視担
当

平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
2,915

環境局
南西部環境保全監視担
当

平成25年08月19日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般業務用市内出張交通費の支出について（７月分・南西部環境保全監視グループ）
4,210

環境局
南西部環境保全監視担
当

平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
400

環境局 事業管理課 平成25年08月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センター・城北環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（6月分）
388,683

環境局 事業管理課 平成25年08月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東南環境事業センター・中部環境事業センター・西南環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（６月分）
525,297

環境局 事業管理課 平成25年08月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 中部環境事業センター出張所・東部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（６月分）
327,728

環境局 事業管理課 平成25年08月01日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 役務費　通信運搬費 郵便切手購入費用の支出について（霊園事業運営用）
31,000

環境局 事業管理課 平成25年08月01日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 役務費　通信運搬費 慰霊祭案内用郵便はがきの購入費用の支出について（霊園事業運営用）
15,000

環境局 事業管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 需用費　燃料費 木津川事務所灯油代金（胞衣汚物等処理用）の支出について（６月分）
710,640

環境局 事業管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
316

環境局 事業管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
2,345

環境局 事業管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
279

環境局 事業管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
3,556

環境局 事業管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
8,771

環境局 事業管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期
183

環境局 事業管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複写機使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
10,740

環境局 事業管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　燃料費 灯油の購入経費の支出について（６月分）（小林斎場事業運営費）
2,353,050

環境局 事業管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 鶴見斎場建物内警備業務委託経費の支出（４月～６月分）について（斎場事業管理用）
74,600

環境局 事業管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 小林斎場建物内警備業務委託経費の支出について（斎場事業運営用）４～６月分
66,060
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環境局 事業管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 報償費　報償金 大阪市立葬祭施設指定管理予定者選定会議　専門委員報償金の支出について（霊園事業運営用）
33,590

環境局 事業管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（服部霊園過年度還付用）
1,575

環境局 事業管理課 平成25年08月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南部環境事業センター・西北環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（６月分）
320,032

環境局 事業管理課 平成25年08月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　機械器具費 船外機の購入経費（水面清掃事業用）の支出について
398,160

環境局 事業管理課 平成25年08月05日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
3,415,307

環境局 事業管理課 平成25年08月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 天六公衆トイレ　積算電力量計取替業務委託経費（施設維持管理用）の支出について
74,550

環境局 事業管理課 平成25年08月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 公衆トイレ清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（6月分）
1,221,544

環境局 事業管理課 平成25年08月06日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成２５年６月分）
1,300

環境局 事業管理課 平成25年08月07日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 製本テープ外12点の購入経費の支出について（斎場事業運営用）
69,741

環境局 事業管理課 平成25年08月07日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　燃料費 平成２５年度　ガス使用料金（７月分）の支出について（佃斎場事業管理用）
10,166

環境局 事業管理課 平成25年08月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 市営交通回数カードの購入経費（事務連絡用）の支出について
90,000

環境局 事業管理課 平成25年08月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 廃棄物処理事業用大阪市粗大ごみ処理手数料収納業務委託料の支出について（平成25年6月　郵便局分）
483,418

環境局 事業管理課 平成25年08月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 需用費　燃料費 木津川事務所車両用揮発油（胞衣汚物等収集運搬用）の支出について（６月分）
46,836

環境局 事業管理課 平成25年08月08日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 エアーデレッキ用ホース継手購入経費の支出について（斎場事業運営用）
2,415

環境局 事業管理課 平成25年08月08日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 瓜破斎場建物内警備業務委託経費の支出（４月～６月分）について(斎場事業運営用)
61,340

環境局 事業管理課 平成25年08月08日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　燃料費 中浜流注場の車両用揮発油代金（し尿流注業務用）の支出について（6月分）
19,078

環境局 事業管理課 平成25年08月08日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 需用費　建物修繕料 大阪市設瓜破霊園墓参者休憩所空調機修理にかかる経費(霊園整備用)の支出について
25,725

環境局 事業管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 SDHCメモリーカードの購入経費(事故防止用)の支出について
133,056

環境局 事業管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 浴場用カランの購入経費（施設維持管理用）の支出について
348,600

環境局 事業管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 粗大ごみ中継地（城北環境事業センター）ホイルローダの特定自主検査にかかる経費（粗大ごみ中継地運営用）の支出について
42,000

環境局 事業管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東北環境事業センター・西部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（６月分）
286,964

環境局 事業管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 ジョイントキャップ購入経費の支出について（斎場事業運営用）
45,150

環境局 事業管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 ジョイントキャップ購入経費の支出について（斎場事業運営用）
337,050

環境局 事業管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 真空掃除機用ダクトホース買入経費の支出について（斎場事業運営用）
91,822

環境局 事業管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 煙感知器外５点買入経費の支出について（斎場事業運営用）
410,025

環境局 事業管理課 平成25年08月12日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　手数料 作業服洗濯手数料（概算契約）の支出について（鶴見斎場事業管理用6月分）
14,499

環境局 事業管理課 平成25年08月12日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
899,565

環境局 事業管理課 平成25年08月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 光電式スポット型煙感知器の購入経費（し尿流注業務用）の支出について
11,550

環境局 事業管理課 平成25年08月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 コントローラーの購入経費（公衆トイレ整備用）の支出について
66,990

環境局 事業管理課 平成25年08月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 マチ付きホルダー外２２点の購入経費（一般事務用）の支出について
58,170

環境局 事業管理課 平成25年08月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 需用費　燃料費 木津川事務所ガス使用料金（庁舎維持管理用）の支出について（7月分）
3,004

環境局 事業管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 平成25年度大都市清掃事業協議会作業担当課長会議への旅費の支出について
39,440

環境局 事業管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西部環境事業センター　整備工場事務所空調機修理（施設維持管理用）の支出について
121,170

環境局 事業管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 粗大ごみ中継地（城北環境事業センター）ホイルローダの修理にかかる経費（粗大ごみ中継地運営用）の支出について
231,000

環境局 事業管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（旭区・城東区・鶴見区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（７月分）
5,775,000

環境局 事業管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金にかかる経費（収集作業用）の支出について（６月分）
1,544,850

環境局 事業管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金にかかる経費（収集作業用）の支出について（６月分）
129,800

環境局 事業管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　図書購入費 書籍購入経費（環境整備用）の支出について
12,000

環境局 事業管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 フレキシブルコンテナバック購入経費の支出について（斎場事業運営用）
151,725

環境局 事業管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　手数料 北斎場小式場冷暖房機購入及び家電リサイクル経費の支出について（斎場事業運営用）
1,575

環境局 事業管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立斎場夜間緊急受付業務委託経費の支出について（斎場事業運営用7月分）
22,302

環境局 事業管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 使用料及賃借料　使用料 斎場予約受付システム用機器一式長期借入経費の支出について（斎場事業運営用7月分）
303,660

環境局 事業管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 使用料及賃借料　使用料 斎場予約受付システムソフトウェア長期借入経費の支出について（斎場事業運営用7月分）
126,262

環境局 事業管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 備品購入費　庁用器具費 北斎場小式場冷暖房機購入及び家電リサイクル経費の支出について（斎場事業運営用）
108,675

環境局 事業管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 合葬式墓地記名板記名業務委託（概算契約）実施経費（霊園整備用）の支出について(７月分)
17,640

環境局 事業管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 工事請負費　改修工事費 小林斎場　ガス吸収式冷温水機整備工事経費の支出について（斎場施設整備用）
1,417,500

環境局 事業管理課 平成25年08月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（西区・港区・大正区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（７月分）
2,800,000

環境局 事業管理課 平成25年08月19日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（斎場事業用）の支出について（６月分）
3,830
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環境局 事業管理課 平成25年08月19日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー外８点にかかる購入経費の支出について（鶴見斎場事業運営用）
47,920

環境局 事業管理課 平成25年08月19日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
220

環境局 事業管理課 平成25年08月19日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区内】（概算契約）経費の支出について（６月分）
16,632

環境局 事業管理課 平成25年08月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【都島区・旭区内】（概算契約）経費の支出について（６月分）
1,714,010

環境局 事業管理課 平成25年08月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 人力除草・清掃業務委託（概算契約）経費の支出について（６月分）
4,917,495

環境局 事業管理課 平成25年08月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【北部地域】（概算契約）経費の支出について（６月分）
12,129,700

環境局 事業管理課 平成25年08月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【南部地域】（概算契約）経費の支出について（６月分）
15,947,344

環境局 事業管理課 平成25年08月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区内】（概算契約）経費の支出について（６月分）
2,750,145

環境局 事業管理課 平成25年08月19日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【都島区・旭区内】（概算契約）経費の支出について（６月分）
45,704

環境局 事業管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 河川水面清掃及び河川清掃ごみ運搬業務委託（概算契約）経費の支出について（水面清掃事業用）（７月分）
4,816,392

環境局 事業管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（住之江区・住吉区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（７月分）
3,565,625

環境局 事業管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（淀川区・東淀川区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（７月分）
3,937,500

環境局 事業管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 冷蔵庫外1点の購入経費の支出について（斎場事業運営用）
87,570

環境局 事業管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　手数料 冷蔵庫外1点の購入経費の支出について（斎場事業運営用）
5,880

環境局 事業管理課 平成25年08月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 大阪市設霊園霊地整備等業務委託にかかる経費(霊園整備用)の支出について
1,638,000

環境局 事業管理課 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（天王寺区・東住吉区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（７月分）
3,122,875

環境局 事業管理課 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（福島区・此花区・西淀川区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（７月分）
2,097,387

環境局 事業管理課 平成25年08月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤外2点（し尿流注業務用）の購入経費の支出について
19,908

環境局 事業管理課 平成25年08月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 プラスチック製フェンス外１点の購入経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について
17,167

環境局 事業管理課 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ処理手数料収納用粗大ごみ処理手数料券の保管・仕分・配送業務委託料（平成25年7月分）の支出について
76,151

環境局 事業管理課 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ごみ量集計用ごみ量集計システムサーバ機及び周辺装置の借入経費（平成25年7月分）の支出について
37,044

環境局 事業管理課 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 軍手外３点の購入経費の支出について（瓜破斎場事業管理用）
58,611

環境局 事業管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成25年7月分）
18,040

環境局 事業管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成25年6月分）
18,050

環境局 事業管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成25年5月分）
15,000

環境局 事業管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成25年4月分）
560

環境局 事業管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成25年4月分）
16,830

環境局 事業管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度　大阪市粗大ごみ及び小物金属類収集申込受付業務委託に伴う経費の支出について（７月分）
15,280,021

環境局 事業管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（北区・都島区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（７月分）
2,677,500

環境局 事業管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ量集計用ごみ量集計システムにかかる入力データ作成業務委託料（平成25年7月分）の支出について
413,987

環境局 事業管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成25年7月分）
990

環境局 事業管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成２５年７月分）
800

環境局 事業管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成25年6月分）
3,550

環境局 事業管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成25年5月分）
3,920

環境局 事業管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成25年7月分）
2,360

環境局 事業管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成25年4月分）
1,360

環境局 事業管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 平成２５年度　大阪市粗大ごみ及び小物金属類収集申込受付業務委託に伴う経費の支出について（７月分）
24,397

環境局 事業管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 需用費　建物修繕料 服部霊園園路陥没補修(緊急)にかかる経費(霊園整備用)の支出について
399,000

環境局 事業管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 公衆トイレ及び喫煙設備清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（7月分）
152,874

環境局 事業管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（斎場事業用）経費の支出について（７月分）
830

環境局 事業管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
2,457

環境局 事業管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
6,860

環境局 事業管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　手数料 作業服洗濯手数料（概算契約）７月分の支出について（北斎場事業管理用）その２
787

環境局 事業管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　手数料 作業服洗濯手数料（概算契約）７月分の支出について（北斎場事業管理用）
24,602

環境局 事業管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（10霊園）及び服部納骨堂管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）(７月分)
27,435,200

環境局 事業管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（10霊園）及び服部納骨堂管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）(７月分)
13,717,200

環境局 事業管理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 公衆トイレ及び喫煙設備清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（7月分）
296,712

環境局 事業管理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 旅費　普通旅費 泉南メモリアルパーク管外出張旅費（霊園整備用）の支出について
3,560
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環境局 事業管理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 役務費　広告料 無縁墳墓等改葬の官報公告にかかる費用の支出について（霊園整備用）
13,770

環境局 事業管理課 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ量集計用ごみ量集計システム運用・保守委託料（平成25年7月分）の支出について
120,540

環境局 事業管理課 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立小林斎場・佃斎場火葬業務委託経費の支出について（斎場事業運営用7月分）
2,772,000

環境局 事業管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 無停電電源装置（ＵＰＳ）購入経費の支出について（斎場事業運営用）
154,350

環境局 事業管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 備品購入費　庁用器具費 無停電電源装置（ＵＰＳ）購入経費の支出について（斎場事業運営用）
895,650

環境局 事業管理課 平成25年08月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 天六公衆トイレの光熱水費（公衆トイレ維持管理用）の支出について（7月分）
141,349

環境局 事業管理課 平成25年08月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 天六公衆トイレ清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について（7月分）
89,355

環境局 事業管理課 平成25年08月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 合葬式墓地記名板記名業務委託（概算契約）実施経費（霊園整備用）の支出について(８月分)
22,050

環境局 事業管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 納入通知書送付用切手購入経費の支出について
16,000

環境局 事業管理課 平成25年08月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 し尿収集運搬業務委託経費（し尿流注業務用）の支出について（7月分）
333,900

環境局 事業管理課 平成25年08月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 清掃ボランティア用郵便後納料金の支出について（平成25年7月分）
121,600

環境局 事業管理課 平成25年08月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 工事請負費　新規工事費 瓜破霊園墓参道整備工事にかかる経費(霊園整備用)の支出について
768,600

環境局 事業管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 スケールカード記入用ゴム印作成経費の支出について
3,743

環境局 事業管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 廃棄物処理事業用粗大ごみ処理手数料納入通知書等の後納郵便料の支出について（平成25年7月分）
3,570

環境局 事業管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 廃棄物処理事業用粗大ごみ処理手数料券配送の後納郵便料の支出について（平成25年7月分）
1,200

環境局 事業管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター　機械警備業務委託費（センター警備用）の支出について（７月分）
31,500

環境局 事業管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センター外８ヶ所　機械警備業務委託費（センター警備用）の支出について（７月分）
247,800

環境局 事業管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 需用費　燃料費 木津川事務所灯油代金（胞衣汚物等処理用）の支出について（７月分）
709,695

環境局 事業管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 報償費　報償金 第2回大阪市葬祭施設指定管理予定者選定会議委員報償金の支出について（斎場事業運営用）
68,940

環境局 事業管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（6月分）
17,980

環境局 事業管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 回転ゴム印外１点の購入経費の支出について（瓜破斎場事業管理用）
10,437

環境局 事業管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
2,980

環境局 事業管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 ゴミ袋（透明）４５Ｌ用外１点の購入経費の支出について（瓜破斎場事業管理用）
49,612

環境局 事業管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　建物修繕料 小林斎場外１ヵ所　畳及び障子張替経費の支出について（斎場事業運営用）
60,900

環境局 事業管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　建物修繕料 小林斎場外１ヵ所　畳及び障子張替経費の支出について（斎場事業運営用）
44,100

環境局 事業管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　手数料 作業服洗濯手数料（概算契約）の支出について（瓜破斎場事業管理用7月分）
18,350

環境局 事業管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　手数料 作業服洗濯手数料（概算契約）の支出について（瓜破斎場事業管理用7月分）その２
157

環境局 事業管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（6月分）
10,070

環境局 北部環境事業センター 平成25年08月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
13,626

環境局 北部環境事業センター 平成25年08月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
110

環境局 北部環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
2,153

環境局 北部環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
51,724

環境局 北部環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（６月分）
1,862,640

環境局 北部環境事業センター 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 タイヤ用固形石鹸（廃棄物処理事業用）購入の支出について
33,600

環境局 北部環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（７月分）
37,320

環境局 北部環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（７月分）
722,736

環境局 東北環境事業センター 平成25年08月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（25年6月分）
9,608

環境局 東北環境事業センター 平成25年08月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（25．6月分）
846,090

環境局 東北環境事業センター 平成25年08月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（25年6月分）
300

環境局 東北環境事業センター 平成25年08月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（25年6月分）
350

環境局 東北環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 洗濯機の購入に係る経費の支出について（職員衛生用）
72,240

環境局 東北環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
57,531

環境局 東北環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
3,498

環境局 東北環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（25．6月分）
306,127

環境局 東北環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（25．6月分・中継地用）
93,132

環境局 東北環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（25．6月分）
1,396,980

環境局 東北環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 洗濯機の購入に係る経費の支出について（職員衛生用）
7,140

環境局 東北環境事業センター 平成25年08月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレ消臭剤外2点の購入にかかる経費の支出について（職員衛生用）
64,228
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環境局 東北環境事業センター 平成25年08月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 ６月分市内出張交通費の支出について（研修・会議等用）
57,590

環境局 東北環境事業センター 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 レーザープリンター用トナー外8点の購入に係る経費の支出について（一般事務用）
58,695

環境局 東北環境事業センター 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度　下水道使用料金の支出について（庁舎管理用・7月分）
230,317

環境局 東北環境事業センター 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度　工業用水道使用料金の支出について（洗車用・8月分）
20,648

環境局 東北環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（25年7月分）
13,542

環境局 東北環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（25年7月分）
2,100

環境局 東北環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（25年7月分）
3,200

環境局 東北環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 害虫駆除業務委託料の支出について（職員衛生用）
43,575

環境局 東北環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（25年7月分）
2,150

環境局 東北環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（25年7月分）
2,850

環境局 城北環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年6月分）
1,000

環境局 城北環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年6月分）
1,575

環境局 城北環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年6月分）
700

環境局 城北環境事業センター 平成25年08月09日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 普及啓発事業用コットンバッグ購入経費の支出について
42,000

環境局 城北環境事業センター 平成25年08月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（６月分）
229,754

環境局 城北環境事業センター 平成25年08月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 普及啓発事業用モバイルスクリーン購入経費の支出について
48,300

環境局 城北環境事業センター 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用等市内出張交通費の支給について（平成２５年６月分）
35,710

環境局 城北環境事業センター 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用足ふきマット購入経費の支出について
36,540

環境局 城北環境事業センター 平成25年08月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用殺虫剤外３点購入経費の支出について
14,742

環境局 城北環境事業センター 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 一般事務連絡用電話使用料の支出について（平成２５年７月分）
2,628

環境局 城北環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（7月分）
634,921

環境局 西北環境事業センター 平成25年08月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 庁舎管理用西北環境事業センター庁舎内害虫駆除業務委託経費の支出について
35,700

環境局 西北環境事業センター 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（６月分）の支出について
21,150

環境局 西北環境事業センター 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 交通事故防止対策用西淀川交通安全協会会費の支出について
20,000

環境局 西北環境事業センター 平成25年08月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用庁内パソコンプリンタトナー購入経費の支出について
14,490

環境局 西北環境事業センター 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２５年７月分）
12,970

環境局 西北環境事業センター 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２５年７月分）
3,500

環境局 西北環境事業センター 平成25年08月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２５年７月分）
4,500

環境局 西北環境事業センター 平成25年08月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（平成２５年７月分）
4,000

環境局 西北環境事業センター 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用下水道使用料の支出について（平成25年7月分）
341,838

環境局 西北環境事業センター 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 車両洗車用工業用水道使用料の支出について（平成25年8月分）
28,953

環境局 西北環境事業センター 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 廃棄物収集輸送用揮発油購入経費の支出について（平成２５年７月分）
812,070

環境局 西北環境事業センター 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 廃棄物収集輸送用圧縮天然ガス購入経費の支出について（スタンド平成25年７月分）
772,005

環境局 西北環境事業センター 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 廃棄物収集輸送用軽油購入経費の支出について（平成２５年７月分）
1,350,360

環境局 西北環境事業センター 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 交通事故防止対策用西淀川安全運転管理者部会会費の支出について
16,000

環境局 西北環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（６月分）の支出について
240

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用）の支出について（平成２５年６月分）
8,400

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第1四半期分
3,998

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自転車購入経費の支出について（事務連絡用）
20,580

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２５年６月分
846,090

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成25年6月分
814,905

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 自転車購入経費の支出について（事務連絡用）
1,000

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入経費の支出について（職員衛生用）
37,800

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 市営交通回数カード購入経費の支出について（事務連絡用）
90,000

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 電話使用料（事務連絡用）の支出について　平成25年7月分
2,628

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成25年6月分
268,787

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入経費の支出について（一般事務用）
35,280

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 防虫剤購入経費の支出について
6,300
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環境局 中部環境事業センター 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 平成２５年度安全運転管理者等講習受講料の支出について（安全管理用）
12,600

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入経費の支出について（一般事務用））
16,128

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用経費（庁舎管理用）の支出について（７月分）
338,000

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料(庁舎管理用)の支出について　平成25年7月分
231,220

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用経費（車両洗車用）の支出について（８月分）
29,321

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道料(廃棄物収集運搬車用)の支出について平成２５年８月分
7,785

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 中部環境事業センター出張所庁舎害虫駆除委託業務にかかる経費の支出について
43,050

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（７月分）
13,057

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 養生テープ外１０点の購入について（普及啓発用）
14,738

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について(会議等)平成25年7月分
18,830

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
1,578

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成25年7月分
16,988

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（７月分）
812,070

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（７月分）
675,180

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
2,800

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
8,400

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
1,750

環境局 中部環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
871

環境局 西部環境事業センター 平成25年08月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（６月分）
846,090

環境局 西部環境事業センター 平成25年08月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成25年度 西部環境事業センター警備業務委託料（庁舎管理用）の支出について（６月分）
542,106

環境局 西部環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（事務連絡用）第１四半期分
2,506

環境局 西部環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
57,085

環境局 西部環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（資源ごみ中継地施設維持管理用）の支出について（６月分）
69,849

環境局 西部環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（６月分）
1,396,980

環境局 西部環境事業センター 平成25年08月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入経費（職員衛生用等）の支出について
49,612

環境局 西部環境事業センター 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　特別旅費 出張旅費（ショベルローダ講習受講用）の支出について（平成２５年５月・振替不能分）
5,680

環境局 西部環境事業センター 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用再生トナーカートリッジ購入経費の支出について
32,550

環境局 西部環境事業センター 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度 工業用水道使用料金（施設及び清掃用）の支出について（８月分）
20,354

環境局 西部環境事業センター 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度 下水道使用料金（施設用）の支出について（７月分）
260,342

環境局 西部環境事業センター 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（６月分）
286,740

環境局 西部環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
9,446

環境局 西部環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（７月分）
56,451

環境局 西部環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,900

環境局 西部環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
525

環境局 東部環境事業センター 平成25年08月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 エコバック購入経費の支出について（リサイクル教室用）
33,600

環境局 東部環境事業センター 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張旅費の支出について（６月分）
18,540

環境局 東部環境事業センター 平成25年08月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 特定建築物立入検査用　市営交通回数ｶｰﾄﾞ購入経費の支出について
60,000

環境局 東部環境事業センター 平成25年08月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 布描き用くれよんの購入経費の支出について（リサイクル教室用）
7,980

環境局 東部環境事業センター 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 安全衛生用手洗い石鹸水購入経費の支出について
8,925

環境局 東部環境事業センター 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用蛍光灯購入経費の支出について
29,820

環境局 東部環境事業センター 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料の支出について（庁舎管理用）７月分
332,808

環境局 東部環境事業センター 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料の支出について（車両洗車用）８月分
37,700

環境局 東部環境事業センター 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（廃棄物処理事業用）の買入経費の支出について（７月分）
812,070

環境局 東部環境事業センター 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（７月分）
538,585

環境局 東部環境事業センター 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（廃棄物処理事業用）買入経費の支出について（７月分）
675,180

環境局 東部環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
6,014

環境局 東部環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,300

環境局 東部環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
660
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環境局 東部環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
6,300

環境局 東部環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
5,053

環境局 西南環境事業センター 平成25年08月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 害虫駆除業務委託及び同経費の支出について（庁舎管理用）
72,450

環境局 西南環境事業センター 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通旅費の支出について（研修用等/６月分）
32,500

環境局 西南環境事業センター 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成２５年度　下水道料金の支出について（庁舎管理用）（７月分）
486,543

環境局 西南環境事業センター 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成２５年度　工業用水道料金の支出について（庁舎管理用）（８月分）
26,664

環境局 西南環境事業センター 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成２５年７月分　圧縮天然ガス買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
602,758

環境局 西南環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 リサイクルトナーカートリッジ購入経費の支出について（一般事務用）
20,160

環境局 西南環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（7月分）
12,186

環境局 西南環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（7月分）
1,650

環境局 西南環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（7月分）
1,250

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
6,203

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 角形研磨材（Ａ）外５点の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
109,567

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ｆ)購入経費の支出について(6月分)
319,294

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｂ）購入経費の支出について（6月分）
3,459,404

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用自動車検査登録印紙購入経費の支出について（車両継続検査申請用）（８月分）
48,400

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用軽自動車継続検査手数料の支出について（車両継続検査申請用）（８月分）
22,000

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 塵芥収集自動車用重量税印紙購入経費の支出について（車両継続検査申請用）（８月分）
1,455,300

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 スポットファン外１点の購入経費の支出について（自動車整備用）
221,025

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 収集作業用布テープ外5点購入経費の支出について
17,220

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平鋼外６点の購入経費の支出について（自動車整備用）
124,635

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 防毒マスク（＃１）外８点の購入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）
104,370

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アクリルラッカー塗料　外３点の購入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）
63,882

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 エアーホースリール外４点の購入経費の支出について（自動車整備用）
234,780

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 工作機械点検整備経費の支出について（自動車整備用）
31,500

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 溶接チップ外７点の購入経費の支出について（自動車整備用）
84,000

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 ツインリフト修理に係る経費の支出について（自動車整備用）
27,562

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ギヤオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）
66,150

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車工学（書籍）の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)７月発行分
670

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 消火器薬剤（Ａ）の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
4,725

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物車（日産車）法定点検整備（その２）経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）
78,750

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用軽自動車法定点検整備経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）：６月分
183,895

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用軽自動車法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（塵芥収集自動車整備用）：６月分
39,600

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 調色塗料用シンナー（上半期）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）（７月分）
66,885

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ラッカーシンナー（上半期）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）（７月分）
42,840

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用水性防錆塗料の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）（７月分）
34,650

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｉ）購入経費の支出について（6月分）
18,222

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｃ）購入経費の支出について（6月分）
1,624,132

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｅ）購入経費の支出について（6月分）
909,306

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用調色塗料（上半期）購入経費の支出について（自動車整備用）（７月分）
268,800

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｈ）購入経費の支出について（6月分）
21,328

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｇ）購入経費の支出について（6月分）
61,330

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガソリンエンジンオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）：７月分
45,150

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 チューブ継手外１９点の購入経費の支出について（自動車整備用）
144,364

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ビニールホース外１９点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
306,589

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ディーゼルエンジンオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）：７月分
46,200

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 天蓋ネット外４点の購入経費の支出について（自動車整備用）
285,285

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度（前期）使用済みタイヤの収集・運搬及び、処分業務委託経費の支出について（単価契約）：７月分
78,750
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環境局 南部環境事業センター 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（研修等）の支出について（６月分）追加分
460

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 作動油の購入経費の支出について（自動車整備用）：７月分
107,100

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（１４５Ｒ１２－８ＰＲ）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）7月分
315,000

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（２０５／８５Ｒ１６）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）7月分
1,622,880

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガソリンエンジンオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）：７月分
88,200

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 油性マーカーペン外７点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備事務用）
47,696

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 マーキングフィルム（Ａ）外３点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備事務用）
150,444

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 着脱式水拭きモップ（庁舎管理用）購入経費の支出について
10,185

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物車（マツダ車）法定点検整備（その２）経費の支出について（胞衣等収集自動車整備用）：７月分
26,737

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯代の経費支出について（自動車整備用）（７月分）
28,706

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（７月分）
1,714

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（７月分）
6,096

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道（庁舎管理用）の利用料金の支出について（8月分）
20,501

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道（庁舎管理用）の利用料金の支出について（7月分）
80,724

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の経費支出について（７月分）
1,000

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の経費支出について（７月分）
2,320

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の経費支出について（７月分）
200

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（７月分）
525

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の経費支出について（７月分）
1,350

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用バッテリー（Ｂ）購入経費の支出について（7月分）
73,080

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用バッテリー（Ａ）購入経費の支出について（7月分）
6,090

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 作動油の購入経費の支出について（自動車整備用）：８月分
35,700

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用軽自動車法定点検整備経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）：７月分
22,601

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物車（日産車）法定点検整備（その２）経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）：７月分
218,520

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用軽自動車法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（塵芥収集自動車整備用）：７月分
6,600

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物車（日産車）法定点検整備（その２）に係る自動車重量税印紙購入代金の支払いについて（塵芥収集自動車整備用）：７月分
123,000

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 ハンド油圧ポンプ修理経費の支出について（自動車整備）
30,975

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入経費（分別収集の推進事業用）の支出について（７月分）
112,530

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入経費(廃棄物処理事業用）の支出について（７月分）
1,082,760

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（７月分）
786,510

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（研修等）の支出について（７月分）
15,550

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 エアバルブ外１３点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
299,365

環境局 南部環境事業センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 胞衣等処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物車（マツダ車）法定点検整備（その２）に係る重量税印紙代金の支払いについて（胞衣等収集自動車整備用）：７月分
9,900

環境局 東南環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ブレードホース（資源中継地用）購入経費の支出について
11,812

環境局 東南環境事業センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 危険物取扱者保安講習受講経費の支出について（安全衛生用）
4,700

環境局 東南環境事業センター 平成25年08月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用６月分）の支出について
23,810

環境局 東南環境事業センター 平成25年08月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 害虫駆除業務委託経費（庁舎管理用）の支出について
31,500

環境局 東南環境事業センター 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 窓ガラス清掃業務委託経費（庁舎管理用）の支出について（第１回中間払い）
24,570

環境局 一般廃棄物指導課 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成25年度　ごみ搬入票入力データ作成業務委託経費の支出について（ごみ処理量集計事務用　6月分）
32,172

環境局 一般廃棄物指導課 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成25年度　ごみ搬入票入力データ作成業務委託経費の支出について（ごみ処理量集計事務用　6月分）
363,314

環境局 一般廃棄物指導課 平成25年08月08日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 特定建築物立入調査通知用郵便切手の購入経費の支出について（事務連絡用）
75,860

環境局 一般廃棄物指導課 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成25年度　資源ごみ処理業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（資源ごみ処理用）６月分
1,977,601

環境局 一般廃棄物指導課 平成25年08月09日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　印刷製本費 特定建築物減量啓発用リーフレット印刷経費の支出について（廃棄物減量指導事務用）
192,150

環境局 一般廃棄物指導課 平成25年08月09日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 特定建築物減量啓発用リーフレットデザイン業務委託経費の支出について（廃棄物減量指導事務用）
53,550

環境局 一般廃棄物指導課 平成25年08月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ごみ搬入票（3連A）外1点印刷経費の支出について（ごみ処理事務用　７月分）
138,600

環境局 一般廃棄物指導課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 三段対照廃棄物処理法法令集平成２５年版の買入に係る支出について
29,560

環境局 一般廃棄物指導課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 業者ごみ搬入票仕訳書用紙の買入経費の支出について（搬入票集計事務用）
17,010

環境局 一般廃棄物指導課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成25年度　ごみ搬入票入力データ作成業務委託経費の支出について（ごみ処理量集計事務用　7月分）
28,056
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環境局 一般廃棄物指導課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成25年度　ごみ搬入票入力データ作成業務委託経費の支出について（ごみ処理量集計事務用　7月分）
403,518

環境局 一般廃棄物指導課 平成25年08月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪環境産業振興センターの賃料・共益費の支出について（平成２５年９月分）
4,485,499

環境局 一般廃棄物指導課 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　作業対象名簿管理用コンピュータ一式借入経費の支出について（平成２５年７月分）
3,675

環境局 一般廃棄物指導課 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 作業対象名簿管理システム用プリンタ一式借入経費の支出について（平成２５年７月分）
3,570

環境局 一般廃棄物指導課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成２５年７月分）
920

環境局 一般廃棄物指導課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成２５年５月分）
5,390

環境局 一般廃棄物指導課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成２５年６月分）
6,690

環境局 一般廃棄物指導課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成25年度　搬入票発行・作業対象名簿管理システム保守業務委託経費の支出について（許可業者管理用　７月分）
63,000

環境局 一般廃棄物指導課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　搬入票発行管理システム用機器一式長期借入経費の支出について（搬入票発行事務用　７月分）
143,115

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 資源ごみ中継地ショベルローダー用コントロールバルブレバーの買入費用の支出について
98,626

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設ショベルローダー（平野２号）の修理費用の支出について
48,720

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　印刷製本費 「古紙・衣類分別収集」及び「分別収集の徹底」に係る市民周知ビラ外1点印刷にかかる経費の支出について
9,701,587

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物減量等推進事業用西成区推進員連合代表者会議会場使用料の支出について（６月２０日開催分）
1,300

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物減量等推進事業用西区推進員連合代表者会議会場使用料の支出について（７月８日開催分）
1,800

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 再生紙トイレットペーパー外１点購入経費の支出について（紙パック回収事業用）
89,775

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　建物修繕料 舞洲容器包装プラスチック中継施設シャッター修繕費用の支出について
187,950

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設ショベルローダー（舞洲２号）の修理費用の支出について
64,291

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 負担金、補助及交付金　分担金 平成25年度大都市減量化・資源化共同キャンペーン用分担金の支出について
970,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設ショベルローダー（西淀１号）外１台の修理費用の支出について
154,140

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月14日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物減量等推進事業用港区推進員連合代表者会議会場使用料の支出について（７月１２日開催分）
1,800

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（循環３Ｒシンポジウム用）
28,500

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（平成25年度第1回関西広域環境保全計画資源循環検討チーム会議用）
2,220

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設ショベルローダー（西淀１号）の修理費用の支出について
358,869

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設ショベルローダー（平野１号）の修理費用の支出について
65,688

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 テーブルカバー（ごみ減量普及啓発事業用）製作経費の支出について
35,280

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 布描きペン外２２点（ごみ減量キャンペーン用）購入経費の支出について
269,151

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成25年7月分）
13,944

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装リサイクル法に基づく再商品化業務委託経費の支出について（第１四半期分）
1,938,816

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２５年度ショベルローダー月次検査・オイル交換等年間契約費用の支出について（その１）（７月分）
52,500

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２５年度ショベルローダー月次検査・オイル交換等年間契約費用の支出について（その１）（７月分）
31,500

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装リサイクル法に基づく再商品化業務委託経費の支出について（第１四半期分）
296,296

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成25年7月分）
19,530

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（西淀中継施設）にかかる７月分費用の支出について
6,658,705

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（住之江中継施設）にかかる７月分費用の支出について
6,576,717

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（鶴見中継施設）にかかる７月分費用の支出について
7,135,797

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（舞洲中継施設）にかかる７月分費用の支出について
1,126,628

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（東淀中継施設）にかかる７月分費用の支出について
5,416,421

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（平野中継施設）にかかる７月分費用の支出について
9,221,638

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 特定家庭用機器廃棄物等の再商品化義務委託経費の支出について（７月分）
534,203

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（７月分）の支給について
12,570

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支給について（平成25年7月分）
14,730

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（７月分）の支給について
4,580

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東南方面中継地）にかかる７月分費用の支出について
8,573,679

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（鶴見中継地）にかかる７月分費用の支出について
6,058,562

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東北方面中継地）にかかる７月分費用の支出について
6,254,340

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西南方面中継地）にかかる７月分費用の支出について
5,936,653

環境局 家庭ごみ減量課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西北方面中継地）にかかる７月分費用の支出について
6,342,559

環境局 施設管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
2,043
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環境局 施設管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
1,300

環境局 施設管理課 平成25年08月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場　工業用水道使用料金にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　７月分）
1,013,109

環境局 施設管理課 平成25年08月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分の支出について（６月分）
4,776

環境局 施設管理課 平成25年08月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 八尾工場　水道使用料金にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　６月分）
235,851

環境局 施設管理課 平成25年08月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度此花総合センタービル内エレベータ保守点検業務委託経費の支出について（第１四半期分）（施設維持管理用）
746,550

環境局 施設管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ＦＡＸ使用料の支出について（平成25年度第1四半期）
6,232

環境局 施設管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用　複写機使用料の支出について（平成25年度第1四半期）
107,470

環境局 施設管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 処分地管理用　北港処分地北地区浸出水送水ポンプ電気使用料の支出について（７月分）
7,596

環境局 施設管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 南港管路輸送施設ローカルドラム（大阪港振興）の電気使用料金の支出について（４月～６月分　施設維持管理用）
105,000

環境局 施設管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度　此花・西淀川・住之江屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）（施設運営委託用）
31,368,750

環境局 施設管理課 平成25年08月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 森之宮管理輸送の電気使用料にかかる経費の支出について（施設維持管理用　７月分）
5,501

環境局 施設管理課 平成25年08月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 廃棄物処理施設技術管理者講習受講料の支出について（焼却工場管理用）
126,000

環境局 施設管理課 平成25年08月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 大正工場　LPガス使用料金にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　７月分）
16,404

環境局 施設管理課 平成25年08月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 処分地管理用　平成２５年度北港事務所水道使用料の支出について（７月分）
188,657

環境局 施設管理課 平成25年08月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　負担金 汚染負荷量賦課金の支出について（公害健康被害補償用　第２四半期分）
26,469,700

環境局 施設管理課 平成25年08月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平野工場　工業用水道使用料金にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　７月分）
771,530

環境局 施設管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 リフレうりわり機械警備用　通信費の支出について（７月分）
4,171

環境局 施設管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 北港事務所高圧引込電源切替工事に伴う引込柱の変更工事負担金の支出について（処分地管理用）
289,199

環境局 施設管理課 平成25年08月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 エンジンオイル（２００Ｌ）外６点買入経費の支出について（処分地管理用）
306,180

環境局 施設管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 南港管路輸送施設の水道料金にかかる経費の支出について（施設維持管理用　８月分）
259,686

環境局 施設管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 南港管路輸送施設ローカルドラム(相愛学園）の電気使用料金にかかる経費の支出について４月～６月分（施設維持管理用）
18,322

環境局 施設管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 処分地管理用　平成２５年度北港処分地南地区電気使用料の支出について（７月分）
1,435,412

環境局 施設管理課 平成25年08月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　消耗品費 安全半長靴の買入経費の支出について（処分地造成用）
19,740

環境局 施設管理課 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 八尾工場排出焼却残滓業務委託（概算契約）経費の支出について（平成２５年度７月分・残滓陸送用）
1,617,066

環境局 施設管理課 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度北港処分地廃棄物埋立処分業務委託経費の支出について（処分地管理用・７月分）
20,940,243

環境局 施設管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２５年度ポリ硫酸第２鉄（北港事務所）上半期概算買入経費の支出について（処分地管理用・７月分）
335,451

環境局 施設管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
1,350

環境局 施設管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
840

環境局 施設管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 処分地管理用　北港事務所プロパンガス使用料の支出について（平成２５年度７月分）
2,362

環境局 施設管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 此花屋内プール　プール昇温用温水ヒーター修繕費の支出について（施設維持管理用）
340,200

環境局 施設管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
440

環境局 施設管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 環境局北港事務所機械警備業務委託　長期継続経費の支出について（平成２５年度７月分・処分地管理用）
17,850

環境局 施設管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度南港管路輸送センター清掃業務委託経費の支出について（６、７月分）（施設運転管理用）
170,205

環境局 施設管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 焼却工場　工業用水道使用料金にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　８月分）
5,847,741

環境局 施設管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成２５年度７月分北港処分地北地区浸出水下水道放流分下水道使用料の支出について（処分地管理用）
26,449

環境局 施設管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 焼却工場　下水道使用料金の支出にかかる経費の支出について（焼却工場維持管理用　７月分）
23,081,832

環境局 施設管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 西淀工場排出焼却残滓業務委託（概算契約）経費の支出について（平成２５年度７月分・残滓陸送用）
3,456,745

環境局 施設管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 焼却残滓の大阪湾広域臨海環境整備センターへの搬入処分料金の支出について（平成２５年度７月分・八尾工場）
8,132,460

環境局 施設管理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 港工場巡回警備業務委託経費の支出について（跡地管理用・６～７月分）
83,265

環境局 施設管理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 森之宮工場巡回警備業務委託経費の支出について（跡地管理用・６～７月分）
85,570

環境局 施設管理課 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 エルモ西淀川受水槽清掃及び簡易専用水道検査手数料の支出について（施設維持管理用）
16,800

環境局 施設管理課 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 エルモ西淀川受水槽清掃及び簡易専用水道検査手数料の支出について（施設維持管理用）
73,500

環境局 施設管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 尿素（西淀工場外３か所）上半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　７月分）
3,450,326

環境局 施設管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩化第二鉄液（西淀工場外７か所）上半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　７月分）
1,563,833

環境局 施設管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アンモニア水（西淀工場外４か所）上半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　７月分）
4,374,966

環境局 施設管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩酸（西淀工場外７か所）上半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　７月分）
389,466

環境局 施設管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩化カルシウム（平野工場外２か所）上半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　７月分）
2,918,023

環境局 施設管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 硫酸ばんど（平野工場外６か所）上半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　７月分）
1,332,812
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環境局 施設管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度南港管路輸送施設ローカルドラム及び輸送管内ごみ閉塞除去作業業務委託経費(７月分）の支出について（施設運転管理用）
149,163

環境局 施設管理課 平成25年08月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 原材料費　工事材料費 平成２５年度　道路用材（その１）の買入経費の支出について（処分地造成用）
646,380

環境局 施設管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 硫酸（住之江工場外２か所）上半期概算買入にかかる経費の支出について（施設維持管理用　７月分）
461,769

環境局 施設管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度鶴見工場で使用する電力の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　７月分）
798,498

環境局 施設管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度八尾工場で使用する電力の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　７月分）
4,183,301

環境局 施設管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度平野工場外１箇所で使用する電力の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　７月分）
2,799,260

環境局 施設管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度東淀工場で使用する電力の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　７月分）
671,636

環境局 施設管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度舞洲工場で使用する電力の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　７月分）
3,097,107

環境局 施設管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成25年度西淀工場で使用する電力の調達にかかる経費の支出について（焼却工場運転用　７月分）
1,257,442

環境局 施設管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用　市内出張交通費の支出について（７月分）
40,230

環境局 施設管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 住之江屋内プール焦電センサーの買入経費の支出について（施設維持管理用）
33,075

環境局 施設管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 北港事務所　軽油　第２四半期分　買入経費の支出について（処分地管理用・平成２５年度７月分）
675,180

環境局 施設管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 北港事務所　揮発油第２四半期分　買入経費の支出について（処分地管理用・平成２５年７月分）
108,276

環境局 施設管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 南港管路輸送施設ローカルドラム（咲洲高校）の電気使用料金にかかる経費の支出について４月～６月分（施設維持管理用）
7,976

環境局 施設管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度北港処分地南地区第１区巡回警備業務委託（その２）経費の支出について（処分地管理用・７月分）
177,360

環境局 建設企画課 平成25年08月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　市営交通回数カードの購入経費の支出について
90,000

環境局 建設企画課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
4,100

環境局 建設企画課 平成25年08月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
2,490

環境局 建設企画課 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支払いについて（関西広域環境保全計画資源循環型検討チーム会議）
1,900

環境局 建設企画課 平成25年08月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 旅費　普通旅費 事務連絡用　市内出張交通費の支出について（平成２５年７月分）
17,450

環境局 西淀工場 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
6,688

環境局 西淀工場 平成25年08月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯代の支払について（廃棄物処理事業用　６月分）
20,364

環境局 西淀工場 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 レギュレーター（＃１）外６点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
226,800

環境局 西淀工場 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 西淀工場３階空調設備ファンコイルユニット修繕の経費の支出について（施設維持管理用）
367,500

環境局 西淀工場 平成25年08月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 メカシール外８点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
223,650

環境局 西淀工場 平成25年08月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 西淀工場Ｎｏ１．２．３じん芥クレーンバケット修繕の経費の支出について（施設維持管理用）
1,869,000

環境局 西淀工場 平成25年08月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（６月分）支出について（事務連絡用）
22,470

環境局 西淀工場 平成25年08月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度　西淀工場エレベータ保守業務委託料の支出について（焼却工場維持管理用）（４月～６月分）
375,480

環境局 西淀工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 成形パッキン外１６点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
193,410

環境局 西淀工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 消石灰（西淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用・７月分）
2,119,005

環境局 西淀工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤（西淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用・７月分）
1,454,323

環境局 西淀工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 職員衛生用洗濯機購入経費の支出について
47,040

環境局 西淀工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（西淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用・７月分）
1,388,310

環境局 西淀工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（西淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用・７月分）
338,158

環境局 西淀工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
8,219

環境局 西淀工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 フロート式レベルスイッチ外５点買入経費の支出について（施設維持管理用）
104,401

環境局 西淀工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 木材（♯１）外６点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
39,690

環境局 西淀工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 コネクタ（＃１）外３９点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
114,450

環境局 西淀工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油購入経費（炉内昇降温用）の支出について（７月分）
2,523,360

環境局 西淀工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
3,500

環境局 西淀工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 西淀工場トラック計重設備点検業務委託費の支出について（施設維持管理用）
63,000

環境局 西淀工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 職員衛生用洗濯機購入経費の支出について
6,720

環境局 西淀工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
200

環境局 西淀工場 平成25年08月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 西淀工場トラック計重設備点検業務委託費の支出について（施設維持管理用）
218,400

環境局 平野工場 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 フレキシブルチューブの購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
170,100

環境局 平野工場 平成25年08月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分買入経費の支出について（事務連絡用　６月分）
6,553

環境局 平野工場 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 デジタルメーターリレー外１点の購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
332,850

環境局 平野工場 平成25年08月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 水道配管用継手外８点購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
219,397
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環境局 平野工場 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（６月分）
39,230

環境局 平野工場 平成25年08月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 グリース購入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
25,987

環境局 平野工場 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（平野工場）購入経費の支出について（排ガス処理用・７月分）
5,587,312

環境局 平野工場 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 活性炭（平野工場）購入経費の支出について（排ガス処理用・７月分）
335,118

環境局 平野工場 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（平野工場）購入経費の支出について（飛灰処理用・７月分）
1,149,078

環境局 平野工場 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 液晶ディスプレイ外１点（平野工場）購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
92,190

環境局 平野工場 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 次亜塩素酸ソーダ（平野工場）購入経費の支出について（排水処理用・７月分）
103,414

環境局 平野工場 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 平成２５年度　作業服洗濯業務委託の実施並びに同経費の支出について（廃棄物処理事業用・７月分）
47,243

環境局 平野工場 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ゴーグルクリップの購入経費の支出について（焼却施設維持管理用）
46,305

環境局 平野工場 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
13,824

環境局 平野工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 事務端末印刷用リサイクルトナー購入経費の支出について（一般事務用）
10,080

環境局 平野工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 圧力扇（制御盤用）購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
172,935

環境局 大正工場 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油の買入経費の支出について・６月分（焼却炉昇温用）
236,880

環境局 大正工場 平成25年08月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 大正工場高圧蒸気コンデンサー緊急修繕経費の支出について（工場整備用）
220,500

環境局 大正工場 平成25年08月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ポリ袋外2点買い入れ経費の支出について（職員衛生用）
52,080

環境局 大正工場 平成25年08月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 グリース＃１外１点買入経費の支出について（施設維持管理用）
26,565

環境局 大正工場 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 朱肉外2点の買い入れについて（一般事務用）
8,767

環境局 大正工場 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 シーケンサ用部品外５点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
84,735

環境局 大正工場 平成25年08月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（大正工場）の上半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・７月分）
2,813,202

環境局 大正工場 平成25年08月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ＰＨ計用電極の買入経費の支出について（施設維持管理用）
65,835

環境局 大正工場 平成25年08月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 大正工場１号炉Ｎｏ．１ＩＤＦ入口ダクト修繕経費の支出について（工場整備用）
724,500

環境局 大正工場 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ワイヤーロープ買入経費の支出について（施設維持管理用）
58,380

環境局 大正工場 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 活性炭（大正工場）の上半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・７月分）
249,679

環境局 大正工場 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 入口計量室用空気調和機修繕経費の支出について（施設維持管理用）
90,415

環境局 大正工場 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 大正工場コンテナ輸送車両用　車両重量税印紙購入経費の支出について（コンテナ輸送事業用）
64,000

環境局 大正工場 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について　（25年6月分）
15,290

環境局 大正工場 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（大正工場）の上半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・７月分）
268,800

環境局 大正工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 作動油外１点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
147,420

環境局 大正工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 保護具（＃１）外１３点の購入経費の支出について（安全作業用）
261,240

環境局 大正工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油の買入経費の支出について・7月分（焼却炉昇温用）
788,550

環境局 大正工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託（概算契約）の実施について
41,098

環境局 大正工場 平成25年08月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 大正工場破砕施設剪断式破砕機刃物修繕経費の支出について（破砕整備用）
1,722,000

環境局 住之江工場 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 排水用重金属処理剤（住之江工場）概算買入経費の支出について（施設維持管理用）
180,285

環境局 住之江工場 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油の買入経費の支出について（焼却工場維持管理用・6月分）
947,520

環境局 住之江工場 平成25年08月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成25年6月分）
10,820

環境局 住之江工場 平成25年08月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 吸込みフィルターエレメント外１９点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
387,954

環境局 住之江工場 平成25年08月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ベアリング外２点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
46,158

環境局 住之江工場 平成25年08月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 熱電対買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
86,625

環境局 住之江工場 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ソレノイドバルブ外１６点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
334,372

環境局 住之江工場 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トランスデューサ外２点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
351,120

環境局 住之江工場 平成25年08月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ロータリージョイント買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
80,325

環境局 住之江工場 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ラベルライター用テープ外１１点（一般事務用）の買入経費の支出について
57,750

環境局 住之江工場 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 プロジェクター修繕経費の支出について（焼却工場維持管理用）
60,060

環境局 住之江工場 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 住之江工場作業服洗濯業務委託の支出について（廃棄物処理事業）(平成２５年７月分)
14,772

環境局 住之江工場 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 油圧ホース外４点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
345,345

環境局 住之江工場 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
8,728

環境局 住之江工場 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
1,396

環境局 住之江工場 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
1,600
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環境局 住之江工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（平成25年7月分）
5,660

環境局 住之江工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（住之江工場）上半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・７月分）
1,797,129

環境局 住之江工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（住之江工場）上半期概算買入経費の支出について（施設維持管理用・７月分）
3,455,767

環境局 住之江工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 清缶剤（住之江工場）概算買入経費の支出について（焼却工場維持管理用・７月分）
361,200

環境局 住之江工場 平成25年08月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 住之江工場２号炉節炭器緊急修繕経費の支出について（施設整備用）
787,500

環境局 住之江工場 平成25年08月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 住之江工場焼却設備中間整備工事（設計変更）経費の支出について（焼却工場施設整備用）
33,085,500

環境局 鶴見工場 平成25年08月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第１　四半期分
36,460

環境局 鶴見工場 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
5,762

環境局 鶴見工場 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 掃除機の買入経費の支出について（庁舎管理用）
20,160

環境局 鶴見工場 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油（第１四半期）買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）（６月分）
473,760

環境局 鶴見工場 平成25年08月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 業務用殺虫剤買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
178,500

環境局 鶴見工場 平成25年08月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 鶴見工場搬入路路面補修について（焼却工場施設補修用）
393,750

環境局 鶴見工場 平成25年08月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 グリスＡ外２点の買入について（焼却工場維持管理用）
90,289

環境局 鶴見工場 平成25年08月08日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 鶴見工場搬入物検査設備補修工事経費の支出について（焼却工場施設整備用）
5,145,000

環境局 鶴見工場 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務用　6月分）
13,800

環境局 鶴見工場 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 鶴見工場事務用車車検費用の支出について(公用車維持管理用）
66,017

環境局 鶴見工場 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 鶴見工場事務用車車検費用の支出について(公用車維持管理用）
1,100

環境局 鶴見工場 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 鶴見工場事務用車車検費用の支出について(公用車維持管理用）
5,000

環境局 鶴見工場 平成25年08月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電磁接触器Ａ外４点買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
40,845

環境局 鶴見工場 平成25年08月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（カード）の買入経費の支出について（6月分　事務用車用）
2,912

環境局 鶴見工場 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジブラック外6点の買入経費の支出について（施設見学用）
72,324

環境局 鶴見工場 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託経費の支出について（平成25年7月分職員安全衛生用）
25,357

環境局 鶴見工場 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ピペット外１３点の買入れ経費の支出について（焼却工場維持管理用）
381,575

環境局 鶴見工場 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
5,846

環境局 鶴見工場 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電磁流量計買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
581,700

環境局 鶴見工場 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
2,400

環境局 鶴見工場 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
250

環境局 鶴見工場 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩化すず外8点の買入れ経費の支出について（焼却工場維持管理用）
186,322

環境局 鶴見工場 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファン買入経費の支出について（焼却工場維持管理用）
81,585

環境局 鶴見工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤購入経費の支出について（飛灰処理用・7月分）
825,142

環境局 鶴見工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ベアリングＡ外12点買入れ経費の支出について（焼却工場維持管理用）
217,350

環境局 八尾工場 平成25年08月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用・第１四半期分）
24,174

環境局 八尾工場 平成25年08月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第１四半期分
2,432

環境局 八尾工場 平成25年08月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 事務連絡用揮発油（給油カード）買入経費の支出について（6月分）
7,281

環境局 八尾工場 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 平成25年度　八尾工場における作業服洗濯業務委託経費の支出について（６月分）（廃棄物処理事業用）
16,468

環境局 八尾工場 平成25年08月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡等用市内出張交通費の支出について（６月分）
20,340

環境局 八尾工場 平成25年08月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 スティックのり外２１点の買入経費の支出について（一般事務用）
30,341

環境局 八尾工場 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 危険物取扱者保安講習受講料の支出について（安全衛生用）
9,400

環境局 八尾工場 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤(八尾工場)購入経費の支出について(施設維持管理用：７月分)
479,997

環境局 八尾工場 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤(八尾工場)購入経費の支出について(施設維持管理用：７月分)
1,148,416

環境局 八尾工場 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 高反応消石灰(八尾工場)購入経費の支出について(施設維持管理用：７月分)
1,148,765

環境局 八尾工場 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ(八尾工場)購入経費の支出について(施設維持管理用：７月分)
345,084

環境局 八尾工場 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(7月分）
1,894

環境局 八尾工場 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(7月分）
798

環境局 八尾工場 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(7月分）
2,500

環境局 八尾工場 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(7月分）
2,800

環境局 八尾工場 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 洗濯用合成洗剤外１点の買入経費の支出について（庁舎管理用）
22,869

環境局 八尾工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡等用市内出張交通費の支出について（７月分）
11,980
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環境局 八尾工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 圧力計＃１外７点買入経費の支出について（施設維持管理用）
63,724

環境局 八尾工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油（西淀工場外５箇所）７・８月分購入経費（廃棄物処理事業費）の支出について（７月分）
788,550

環境局 舞洲工場 平成25年08月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 自衛消防業務新規講習料の支出について（安全衛生用）
990

環境局 舞洲工場 平成25年08月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 自衛消防業務新規講習料の支出について（安全衛生用）
111,000

環境局 舞洲工場 平成25年08月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託（６月分）の経費支出について（職員衛生用）
26,861

環境局 舞洲工場 平成25年08月12日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 Ｎｏ．１回転破砕物搬送コンベア用エプロン外１点（舞洲工場）の購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
4,655,700

環境局 舞洲工場 平成25年08月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 スキマゲージ外８点　購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
82,372

環境局 舞洲工場 平成25年08月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 酸素外４点　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
187,005

環境局 舞洲工場 平成25年08月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 平成２５年度　大阪府冷凍設備保安協会会費の支出について（焼却工場維持管理用）
47,500

環境局 舞洲工場 平成25年08月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 会議用外市内出張交通費の支給について（平成２５年７月分）
6,630

環境局 舞洲工場 平成25年08月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動給油器　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
79,800

環境局 舞洲工場 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 水中モータポンプ用ケーブル外４点　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
43,958

環境局 舞洲工場 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 球面軸受外２点　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
191,520

環境局 舞洲工場 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　機械器具費 水中モータポンプ用ケーブル外４点　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
74,550

環境局 舞洲工場 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
1,734

環境局 舞洲工場 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
12,258

環境局 舞洲工場 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
2,500

環境局 舞洲工場 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２５年度舞洲工場電子計算機保守業務委託経費の支出について（工場維持管理用・第１回）
1,312,500

環境局 舞洲工場 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 リターンアイドラ購入経費の支出について（施設維持管理用）
41,580

環境局 舞洲工場 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 油圧シリンダ外２点　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
1,436,400

環境局 舞洲工場 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ワイヤーロープ１外３点　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
1,291,416

環境局 舞洲工場 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 プリンター（庁内情報利用パソコン用）の修繕経費の支出について（工場維持管理用）
18,900

環境局 舞洲工場 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 電磁流量計部品（調温水流量計用）購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
386,400

環境局 舞洲工場 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 メカニカルシール外１点　購入経費の支出について（焼却設備維持管理用）
125,790

環境局 舞洲工場 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 竹箒外１点の購入にかかる経費の支出について（工場維持管理用）
78,225

環境局 舞洲工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ購入経費の支出について（施設維持管理用・７月分）
5,091,395

環境局 舞洲工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤購入経費の支出について（施設維持管理用・７月分）
1,988,595

環境局 舞洲工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 コンビネーションラチェット外３点　購入経費の支出について（破砕設備維持管理用）
69,877

環境局 舞洲工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤購入経費の支出について（施設維持管理用・７月分）
958,797

環境局 舞洲工場 平成25年08月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 工事請負費　改修工事費 舞洲工場クレーンバケット整備工事経費の支出について（施設維持管理用）
8,484,000

環境局 東淀工場 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用　市内出張交通費（６月分）の支出について
15,830

環境局 東淀工場 平成25年08月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 等辺山形鋼（＃１）外４点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
70,717

環境局 東淀工場 平成25年08月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩化すず外８点（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
114,492

環境局 東淀工場 平成25年08月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー外６点の購入経費の支出について（庁舎管理用・職員衛生用）
59,734

環境局 東淀工場 平成25年08月12日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塩素剤(東淀工場）買入経費の支出について(施設維持管理用）
38,587

環境局 東淀工場 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 事務用車車検代金の支出について（事務用車車検用）
28,192

環境局 東淀工場 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 事務用車車検代金の支出について（事務用車車検用）
1,100

環境局 東淀工場 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 事務用車車検代金の支出について（事務用車車検用）
6,600

環境局 東淀工場 平成25年08月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ＨＣＬ計消耗品（＃１）外３点（東淀工場）買入経費の支出について（１回目/全３回)（施設維持管理用）
544,635

環境局 東淀工場 平成25年08月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 特殊反応助剤（東淀工場）買入経費の支出について（施設維持管理用・７月分）
861,609

環境局 東淀工場 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 水質分析器用比色暗箱外４点の購入経費の支出について（施設維持管理用）
28,707

環境局 東淀工場 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用　市内出張交通費（７月分）の支出について
7,620

環境局 東淀工場 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 かせいソーダ（東淀工場）買入経費の支出について（施設維持管理用・７月分）
2,073,173

環境局 東淀工場 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 排水用重金属処理剤（東淀工場）買入経費の支出について（施設維持管理用・７月分）
212,625

環境局 東淀工場 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 飛灰用重金属処理剤（東淀工場）買入経費の支出について（施設維持管理用・７月分）
1,457,022

環境局 東淀工場 平成25年08月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 清缶剤（東淀工場）買入経費の支出について（１回目／全２回）（施設維持管理用）
394,800

環境局 東淀工場 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,600

環境局 東淀工場 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 リリーフ弁外１１点（東淀工場）購入経費の支出について（施設維持管理用）
274,417
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環境局 東淀工場 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東淀工場電子計算機保守業務委託経費の支出について（施設維持管理用・第１回分）
1,617,000

環境局 東淀工場 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ＬＥＤ回転灯外５３点（東淀工場）買入経費の支出について（施設維持管理用）
246,540

環境局 東淀工場 平成25年08月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 東淀工場排水貯槽等清掃業務委託（その２）経費の支出について（施設維持管理用）
126,000

環境局 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（６月分）の支出について
9,700

環境局 総務課 平成25年08月07日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　印刷製本費 平成２４年度　環境局決算説明資料外１点にかかる印刷経費の支出について
127,050

環境局 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 全都清第185回理事会及び要望行動への出席にかかる管外出張旅費の支出について
26,660

環境局 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 ハサミ外１３点購入経費の支出について（一般事務用）
13,797

環境局 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 補償、補填及賠償金　賠償金 自動車事故（２５－２２・平成２５年６月１７日発生）の損害賠償額の決定及び同経費の支出について（渉外事故関係業務用）
1,000,000

環境局 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（２５－１２）の支出について（渉外事故関係業務用）
35,730

環境局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 大都市清掃事業協議会平成２６年度国家予算要望への出席にかかる管外出張旅費の支出について
26,660

環境局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 普及啓発用　市内出張交通費（７月分）の支出について
1,100

環境局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入経費の支出について（一般事務用）
46,935

環境局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 事務用椅子購入経費の支出について（庁舎管理用）
189,000

環境局 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 阿倍野合同庁舎水道料金（平成２５年７月分庁舎管理用）の支出について
1,574

環境局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（環境局）一式長期借入経費の支出について（一般事務用７月分）
425,375

環境局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用７月分）
1,839

環境局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用７月分）
6,112

環境局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 法規集追録購入経費（事務参考用）の支出について（第２回中間払い）
8,080

環境局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 庁内パソコンに係るインターネット回線使用料の支出について（一般事務用　７月分）
197,316

環境局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
7,400

環境局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 環境局あべのルシアス庁舎事務室等清掃業務委託の実施及び同経費の支出について（平成25年7月分）
93,555

環境局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 環境局文書逓送業務委託費用の支出について（文書逓送用７月分）
561,330

環境局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタ等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用７月分）
120,750

環境局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用７月分）
219,617

環境局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 デジタル複合機（環境局）一式　借入経費の支出について（一般事務用７月分）
3,990

環境局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用７月分）
1,481,513

環境局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（２５－１１）の支出について（渉外事故関係業務用）
1,253,630

環境局 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（２５－１３）の支出について（渉外事故関係業務用）
17,270

環境局 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 平成２５年度環境局阿倍野庁舎電気・水道料金（庁舎管理用）の支出について（平成25年7月分）
920,697

環境局 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス地下駐車場の賃借料（庁舎管理用）の支出について（平成25年9月分）
52,500

環境局 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局阿倍野庁舎事務室等賃借料（庁舎管理用）の支出について（平成25年9月分）
20,068,755

環境局 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局防災行政無線設置場所の賃借料（庁舎管理用）の支出について（平成25年9月分）
97,100

環境局 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス地下駐車場の賃借料（庁舎管理用）の支出について（平成25年9月分）
173,250

環境局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 補償、補填及賠償金　賠償金 渉外事故賠償金（平成２５年９月分）の支出について（渉外事故関係業務用）
100,000

環境局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 補償、補填及賠償金　賠償金 作業事故（２５－作５・平成２５年７月１日発生）の損害賠償額の決定及び同経費の支出について（渉外事故関係業務用）
113,400

環境局 企画課 平成25年08月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 報償費　報償金 第１４回家庭系ごみ収集輸送事業に係るプロジェクトチーム会議用外部アドバイザー報償金の支出について（１）
24,225

環境局 企画課 平成25年08月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 報償費　報償金 第１４回家庭系ごみ収集輸送事業に係るプロジェクトチーム会議用外部アドバイザー報償金の支出について（２）
48,450

環境局 企画課 平成25年08月08日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 一般事務用インクカートリッジ外３点　購入経費の支出について
11,193

環境局 企画課 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報酬　其他委員等報酬 第５３回大阪市廃棄物減量等推進審議会用委員報酬の支出について
240,075

環境局 企画課 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　費用弁償 第５３回大阪市廃棄物減量等推進審議会用委員旅費の支出について
13,800

環境局 企画課 平成25年08月09日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 報償費　報償金 第１５回家庭系ごみ収集輸送事業に係るプロジェクトチーム会議用外部アドバイザー報償金の支出について（１）
23,765

環境局 企画課 平成25年08月09日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 報償費　報償金 第１５回家庭系ごみ収集輸送事業に係るプロジェクトチーム会議用外部アドバイザー報償金の支出について（２）
47,530

環境局 企画課 平成25年08月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 報償費　報償金 大阪市家庭系ごみ収集輸送事業の具体的制度設計に係る報償金の支出について（７月２４日分）
23,765

環境局 企画課 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 一般事務用市内等出張交通費の支出について（平成25年７月分）
5,380

環境局 企画課 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　筆耕翻訳料 第53回大阪市廃棄物減量等推進審議会用会議録作成料の支出について
31,500

環境局 企画課 平成25年08月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成25年7月分）
396

環境局 企画課 平成25年08月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 報償費　報償金 第１６回家庭系ごみ収集輸送事業に係るプロジェクトチーム会議用外部アドバイザー報償金の支出について（１）
23,765

環境局 企画課 平成25年08月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 報償費　報償金 第１６回家庭系ごみ収集輸送事業に係るプロジェクトチーム会議用外部アドバイザー報償金の支出について（２）
47,530
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環境局 企画課 平成25年08月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 環境局用地（焼却工場）測量登記業務委託の工事等前払金の支出について（一部事務組合設立準備用）
10,500,000

環境局 職員課 平成25年08月05日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 作業用名札（作業時用）の購入経費の支出について
61,488

環境局 職員課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 第一種衛生管理者免許試験受験に伴う出張命令経費の支出について（安全衛生用）
2,900

環境局 職員課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 第一種衛生管理者免許試験受験に伴う出張命令経費の支出について（安全衛生用）
2,900

環境局 職員課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 第一種衛生管理者免許試験受験に伴う出張命令経費の支出について（安全衛生用）
2,560

環境局 職員課 平成25年08月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 危険物取扱者養成講習受講経費の支出について（安全衛生用）
4,000

環境局 職員課 平成25年08月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　被服費 作業服５類夏用円管服の購入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
819,000

環境局 職員課 平成25年08月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 危険物取扱者養成講習受講経費の支出について（安全衛生用）
315

環境局 職員課 平成25年08月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 危険物取扱者養成講習受講経費の支出について（安全衛生用）
11,600

環境局 職員課 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報償費　報償金 「平成２５年度当局職場のみんなで取り組む改善の進め方講座」の講師に対する謝礼金の支出について（研修用）
70,580

環境局 職員課 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 第４４回部落解放・人権夏期講座参加資料代の支出について（研修用）
14,000

環境局 職員課 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(平成25年７月分）
350

環境局 職員課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ外３点購入経費の支出について（一般事務用）
12,180

環境局 環境施策課 平成25年08月01日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 平成25年度大阪市立環境学習センター管理業務に係る管理業務代行料（第１四半期分）の支出について
38,616,750

環境局 環境施策課 平成25年08月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 地球環境保全推進用「ヒートアイランド対策啓発用リーフレット」におけるデザイン・版下作製経費の支出について
23,100

環境局 環境施策課 平成25年08月07日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 海外事業展開用　第5回持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラムへの参加にかかる出張旅費の支出について
35,920

環境局 環境施策課 平成25年08月07日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 海外事業展開用　第5回持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラムへの参加にかかる出張旅費の支出について
28,220

環境局 環境施策課 平成25年08月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 地球環境保全推進用平成２５年度ヒートアイランド対策推進関係事業に係る打ち水用品の購入経費の支出について
91,350

環境局 環境施策課 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　印刷製本費 地球環境保全推進用「ヒートアイランド対策啓発用リーフレット」における印刷経費の支出について
47,250

環境局 環境施策課 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 UNEP国際環境技術センター保安用　平成25年度UNEP国際環境技術センター警備業務委託経費の支出について（6月分）
612,780

環境局 環境施策課 平成25年08月09日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 UNEP国際環境技術センター保安用　平成25年度UNEP国際環境技術センター警備業務委託経費の支出について（5月分）
633,864

環境局 環境施策課 平成25年08月12日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 平成25年度生物多様性保全検討チーム会議（行政・博物館合同）への出席について
3,060

環境局 環境施策課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 海外事業展開用　第1回ミャンマー低炭素都市連絡会への出席にかかる旅費の支出について
28,500

環境局 環境施策課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 「関西電力株式会社取締役会議事録閲覧謄写許可請求事件」に係る立替金の支出について（平成25年4月～7月）
56,920

環境局 環境施策課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について（平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業に係る説明会 外）
28,460

環境局 環境施策課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について（平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業に係る説明会 外）
28,640

環境局 環境施策課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 「関西電力株式会社取締役会議事録閲覧謄写許可請求事件」に係る立替金の支出について（平成25年4月～7月）
350

環境局 環境施策課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　手数料 「関西電力株式会社取締役会議事録閲覧謄写許可請求事件」に係る立替金の支出について（平成25年4月～7月）
11,410

環境局 環境施策課 平成25年08月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用　管外出張旅費の支出について（平成25年度第１回関西広域環境保全計画環境学習検討チーム会議）
1,900

環境局 環境施策課 平成25年08月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成25年度　普及啓発用　大阪環境産業振興センター（おおさかＡＴＣグリーンエコプラザ）不動産賃借料・共益費（９月分）の支出について
2,138,005

環境局 環境施策課 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用管外出張旅費の支出について（指定都市自然エネルギー協議会）
28,820

環境局 環境施策課 平成25年08月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 地球環境保全推進用平成25年度「大阪打ち水大作戦」打ち初め式の実施に係る運営業務委託経費の支出について
1,933,575

環境局 環境施策課 平成25年08月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（７月分）
11,577

環境局 環境施策課 平成25年08月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 大阪市庁内環境管理計画に基づく平成25年度内部監査員研修講師料の支出について
25,820

環境局 環境施策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（７月分）
8,890

環境局 環境施策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 負担金、補助及交付金　会費 指定都市自然エネルギー協議会の会費の支出について
50,000

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市街地再開発促進協議会平成２５年度分担金負担の実施並びに同経費の支出について
150,000

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成25年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託の経費の支出について（6月分）
2,005,907

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 平成25年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託の経費の支出について（6月分）
2,068,093

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-14）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-19）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-46）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-12）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費及び近距離管外出張旅費（６月分）の支出について
874

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費及び近距離管外出張旅費（６月分）の支出について
2,934

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費及び近距離管外出張旅費（６月分）の支出について
16,130

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月09日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅管理用住まい情報センター等建物に係る建物管理費（分担金）の支出について（平成25年8月分）
6,200,817

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 「大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる補助申請確認等業務委託（長期継続）」に係る郵便料の支出について（平成２５年４月～６月分）
3,390,802
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都市整備局 住宅政策課 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる補助申請確認等業務委託（長期継続）の支出について（６月分）
8,925,000

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-26）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-13）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-15）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（７月分）
840

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市都市防災不燃化促進助成金の支出について（25-03）
2,167,000

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（７月分）
300

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報償費　報償金 第２回生きた建築ミュージアム推進有識者会議にかかる報償金の支出について
83,015

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（７月分）
9,741

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-11）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-115）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-68）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-113）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-8）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅管理費用等市内出張交通費及び近接管外出張交通費の支出について（平成25年７月分　住宅政策グループ）
1,670

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公社住宅事業用等　市内出張旅費（7月分）の支出について
1,242

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅管理費用等市内出張交通費及び近接管外出張交通費の支出について（平成25年７月分　住宅政策グループ）
8,720

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 住宅管理費用等市内出張交通費及び近接管外出張交通費の支出について（平成25年７月分　住宅政策グループ）
540

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 旅費　普通旅費 公社住宅事業用等　市内出張旅費（7月分）の支出について
400

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 旅費　普通旅費 住宅管理費用等市内出張交通費及び近接管外出張交通費の支出について（平成25年７月分　住宅政策グループ）
7,160

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 公社住宅事業用等　市内出張旅費（7月分）の支出について
4,926

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 住宅管理費用等市内出張交通費及び近接管外出張交通費の支出について（平成25年７月分　住宅政策グループ）
7,146

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報償費　報償金 生きた建築ミュージアム推進有識者会議（専門会議）にかかる報償費の支出について
32,610

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 住宅情報提供システム用情報処理機器（その2）長期借上に係る使用料の支出について（平成25年7月分）
261,702

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 平成25年度　大阪市耐震補助利用者に対するアンケートの返送に係る後納料金の支出について（7月分)
190

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-72）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-37）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-16）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-2-25）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅管理用大阪市インターネット基盤における公開系システム向け通信サービス提供に係る通信運搬費の支出について（平成25年7月分）
24,360

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費（７月分）の支出について
1,340

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費（７月分）の支出について
1,026

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費（７月分）の支出について
2,620

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費（７月分）の支出について
400

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報償費　報償金 分譲マンションアドバイザーの派遣（２５－２）および同経費の支出について
60,000

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報償費　報償金 分譲マンションアドバイザーの派遣（２５－１）および同経費の支出について
30,000

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費（７月分）の支出について
16,576

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 民間住宅助成用コピー代金（７月分）の支出について
40,274

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間すまいりんぐ家賃対策補助金（第２四半期分）の支出について
1,760,700

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間すまいりんぐ家賃対策補助金（第２四半期分）の支出について（子育て支援等補助金）
167,459,400

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間すまいりんぐ家賃対策補助金（第２四半期分）の支出について
288,768,800

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 ハウジングデザイン賞に係る推薦はがき料金受取人払い郵便料（７月分）の支出について
5,590

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 マンション購入資金融資制度等にかかる電算処理業務委託料の支出について（7月分）
13,650

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 新婚世帯向け家賃補助制度にかかる電算処理業務委託料の支出について（７月分）
4,566,975

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 新婚世帯向け家賃補助制度にかかるデータ入力業務委託（単価契約）の支出について（７月分）
11,060

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 マンション購入資金融資制度等にかかる電算処理業務委託料の支出について（7月分）
119,175

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度等にかかる電算処理業務委託料の支出について（７月分）
688,065

都市整備局 住宅政策課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成25年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H25-1-107）
45,000
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都市整備局 住環境整備課 平成25年08月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路拡幅促進整備補助金（H25004）の支出について
212,000

都市整備局 住環境整備課 平成25年08月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路拡幅促進整備補助金（H25006）の支出について
452,000

都市整備局 住環境整備課 平成25年08月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（２５－３）
787,000

都市整備局 住環境整備課 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 全国住環境整備推進協議会「三部会合同検討部会」にかかる管外出張旅費の支出について（8月29日～8月30日）
81,040

都市整備局 住環境整備課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 報償費　報償金 民間老朽住宅建替支援事業専門家相談費の支出について（７月１１日実施分）
31,900

都市整備局 住環境整備課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路拡幅促進整備補助金（H24016）の支出について
696,000

都市整備局 住環境整備課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　会費 平成25年度全国住環境整備事業推進協議会への会議負担金および現地視察参加費の支出について（8月29日～8月30日実施分）
6,000

都市整備局 住環境整備課 平成25年08月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 報償費　報償金 民間老朽住宅建替支援事業専門家相談費の支出について（７月２５日実施分）
26,570

都市整備局 住環境整備課 平成25年08月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　印刷製本費 「大阪市民間老朽住宅建替支援事業パンフレット」外３点印刷費の支出について
233,100

都市整備局 住環境整備課 平成25年08月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 HOPEゾーン事業用まちなみ修景補助制度補助金の支出について
1,101,000

都市整備局 住環境整備課 平成25年08月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 HOPEゾーン事業用　共同施設整備費補助制度　補助金の支出について
566,000

都市整備局 住環境整備課 平成25年08月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住宅市街地整備ハンドブック２０１３」の買入について
5,000

都市整備局 住環境整備課 平成25年08月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住宅市街地整備ハンドブック２０１３」の買入について
5,000

都市整備局 住環境整備課 平成25年08月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住宅市街地整備ハンドブック２０１３」の買入について
15,000

都市整備局 住環境整備課 平成25年08月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住宅市街地整備ハンドブック２０１３」の買入について
15,000

都市整備局 住環境整備課 平成25年08月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（6月分）
240

都市整備局 住環境整備課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（6月分）
25,633

都市整備局 住環境整備課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅３号館共益電気料金の支出について（７月分）
14,641

都市整備局 住環境整備課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅４号館共益電気料金の支出について（７月分）
13,554

都市整備局 住環境整備課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（6月分）
32,784

都市整備局 住環境整備課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用コピー代金の支出について（7月分）
18,913

都市整備局 住環境整備課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋第６住宅共益電気料金の支出について（７月分）
20,238

都市整備局 住環境整備課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋通住宅共益電気料金の支出について（７月分）
9,398

都市整備局 住環境整備課 平成25年08月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（２５－６）
168,000

都市整備局 区画整理課 平成25年08月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　手数料 相続財産管理人選任申立事件に係る経費の支出について
1,003,670

都市整備局 区画整理課 平成25年08月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用「現代契約書式要覧」追録第１９２号外２４点の買入代金の支出について
97,150

都市整備局 区画整理課 平成25年08月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 報償費　報償金 第１回「弁天町駅前事業用地の有効活用検討調査」実施事業者選定有識者会議委員報償金等の支出について
51,555

都市整備局 区画整理課 平成25年08月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　特別旅費 平成25年度道路管理研修にかかる出張旅費の支出について（7/22～7/25開催分）
3,702

都市整備局 区画整理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 平成25年度市街地整備促進協議会総会出席にかかる出張旅費の支出について
28,820

都市整備局 区画整理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 平成25年度土地区画整理事業研究会（二部会研究会）第1ワーキング部会の参加に係る出張旅費の支出について（7/25開催）
28,820

都市整備局 区画整理課 平成25年08月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　燃料費 区画整理事業用ガソリンカード使用料の支出について（６月分）
67,907

都市整備局 区画整理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（７月分）
414

都市整備局 区画整理課 平成25年08月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（７月分）
10,860

都市整備局 区画整理課 平成25年08月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 大阪駅北地区の打合せにかかる管外出張旅費の支出について
29,140

都市整備局 区画整理課 平成25年08月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車ETC利用高速道路通行料にかかる使用料の支出について（6月分）
5,200

都市整備局 区画整理課 平成25年08月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理システム用パーソナルコンピュータ長期借入料の支出について（７月分）
45,339

都市整備局 区画整理課 平成25年08月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用軽自動車（トラック）の借入（長吉東部事務所用）（７月分）
22,050

都市整備局 区画整理課 平成25年08月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用軽自動車（トラック）外２件の長期借入代金の支出について（７月分）
81,375

都市整備局 区画整理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用市内出張交通費の支出について（７月分）
764

都市整備局 区画整理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内及び近距離管外出張交通費の支出について（７月分）
1,150

都市整備局 区画整理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内及び近距離管外出張交通費の支出について（７月分）
17,383

都市整備局 区画整理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用市内出張交通費の支出について（７月分）
7,947

都市整備局 区画整理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（７月分）
1,942

都市整備局 区画整理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（７月分）
30,961

都市整備局 区画整理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用平成２２年度普通自動車（バン）借入に係る船車賃借料の支出について（長期契約 平成25年度分）
86,940

都市整備局 区画整理課 平成25年08月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用コピー代の支出について（本庁７月分）
34,809

都市整備局 区画整理課 平成25年08月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用補償金算定システム用パソコン借入　長期継続に伴う経費の支出について（7月分）
49,234

都市整備局 生野南部事務所 平成25年08月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営勝山南住宅共用電気料金の大阪市負担分の支出について（７月分）
22,522
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都市整備局 生野南部事務所 平成25年08月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営生野東住宅２・９･11･12号館共用電気料金の大阪市負担分の支出について（７月分）
79,861

都市整備局 生野南部事務所 平成25年08月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用改良地区内の街路灯の電気料金の支出について（７月分）
258

都市整備局 生野南部事務所 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（２５－１）
373,000

都市整備局 生野南部事務所 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（２５－２）
115,000

都市整備局 生野南部事務所 平成25年08月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 生野区南部地区整備事業用複写機消耗品代金の支出について（７月分）
3,329

都市整備局 生野南部事務所 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 生野区南部地区整備事業用市内出張交通費の支出について（７月分）
8,165

都市整備局 生野南部事務所 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 生野区南部地区整備事業用管外出張旅費の支出について
28,820

都市整備局 生野南部事務所 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営勝山南住宅共用電気料金の大阪市負担分の支出について（８月分）
25,242

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成25年08月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 淡路駅周辺地区土地区画整理事業施行に伴う架空配線路移設補償金の支出について―３（前金払）
853,000

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成25年08月08日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 平成25年度淡路土地区画整理事務所にかかる水道代の支出について（７月分）
23,474

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成25年08月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における明許繰越に係る建築物等移転補償金の支出について（完了払）
28,990,650

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成25年08月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（７月分）
1,699,241

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成25年08月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰戻金の支出について（７月分）
19,000

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成25年08月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（７月分）
1,080

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（７月分）
1,080

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（７月分）
13,570

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成25年08月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区従前居住者用住宅における電気使用料の支出について（７月分）
38,495

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成25年08月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区管理地の臨時電灯における電気使用料の支出について（７月分）
9,524

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成25年08月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区管理地の防犯灯における電気使用料の支出について（７月分）
21,475

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成25年08月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 区画整理事業用淡路駅周辺地区内一円整地工事に伴う工事請負費の支出について（工事前払金）
8,150,000

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成25年08月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建築物等移転補償金の支出について（前金払）
3,937,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月01日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前払金）
172,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月01日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前払金）
442,600

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月01日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について(前払金)
913,600

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月01日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前払金）
367,600

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月01日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について(前払金)
419,800

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月01日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について(前払金)
389,500

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月01日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前払金）
413,600

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月01日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前払金）
167,300

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月01日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（完成金）
462,700

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月01日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について(前払金)
719,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月01日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について(前払金)
187,800

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月01日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について(前払金)
168,700

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 三国東地区区画整理事業用加工番線外５点の買入代金の支出について
57,540

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前払金）
354,100

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前払金）
3,095,500

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前払金）
440,600

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前払金）
752,800

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前払金）
478,600

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 区画整理事業に伴う街灯等電気料金の支出について（７月分）（納付書１通添付）
5,699

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 新三国住宅２号館共用部分の電気料金の支出について（７月分）（納付書２通添付）
29,922

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について(前払金)
15,807,800

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月08日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前払金）
181,100

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について(前払金)
340,600

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について(前払金)
364,100

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前払金）
611,600

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前払金）
154,600

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月12日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前払金）
3,334,000
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都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
5,784

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
14,952

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
3,680

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
478,700

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業における立退補償金の支出について（前払金）
813,400

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
752,800

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２５年度三国東土地区画整理事務所庁舎清掃業務委託長期継続の委託経費の支出について（７月分）
76,102

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張旅費の支出について（７月分）
3,035

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張旅費の支出について（７月分）
10,722

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 権利者との移転協議にかかる管外出張旅費の支出について（８月９日分）
41,880

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 三国東地区土地区画整理事業に伴う架空配電線路移設に伴う移設補償金の支出について（Ｂ５付近地区２号線上）（完了払）
1,394,703

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 三国東地区内一円防塵舗装工事－１における工事前払金の支出について
6,520,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前払金）
765,400

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
2,286,900

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成25年08月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
803,200

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成25年08月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業長吉東部地区土地区画整理事業における建築物等移転補償金の支出について（後半金）
3,486,300

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成25年08月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業長吉東部地区土地区画整理事業における建築物等移転補償金の支出について
912,500

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成25年08月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 区画整理事業用　長吉東部土地区画整理事務所用地使用料の支出について(7月分）
477,609

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成25年08月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業に伴う小口支払基金繰戻金（７月分）の支出について
17,896

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成25年08月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　印刷製本費 区画整理事業に伴う小口支払基金繰戻金（７月分）の支出について
2,940

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成25年08月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　備品修繕料 区画整理事業に伴う小口支払基金繰戻金（７月分）の支出について
1,500

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成25年08月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 区画整理事業に伴う小口支払基金繰戻金（７月分）の支出について
1,860

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成25年08月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業に伴う小口支払基金繰戻金（７月分）の支出について
900

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 長吉東部土地区画整理事業地区内の街灯にかかる電気料金（７月分）の支出について
58,667

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成25年08月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 長吉東部地区内一円整地工事－１の完了に伴う工事費の支出について
16,240,000

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成25年08月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業長吉東部地区土地区画整理事業における建築物等移転補償金の支出について（後半金）
433,500

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成25年08月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業等に伴う市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（７月分）の支出について
400

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成25年08月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業等に伴う市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（７月分）の支出について
9,154

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成25年08月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 長吉東部土地区画整理事務所機械警備業務委託料の支出について(7月分)
12,285

都市整備局
長吉東部土地区画整理
事務所

平成25年08月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業長吉東部地区土地区画整理事業における建築物等移転補償金の支出について
774,000

都市整備局 阿倍野再開発課 平成25年08月07日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 役務費　火災保険料 建物総合損害共済委託に伴う基金分担金の支出について（継続委託）
634,152

都市整備局 阿倍野再開発課 平成25年08月07日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 役務費　火災保険料 建物総合損害共済委託に伴う基金分担金の支出について（継続委託）
4,776

都市整備局 阿倍野再開発課 平成25年08月09日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 工事費 工事請負費　新規工事費 阿倍野公共地下通路火災報知機取替工事費の支出について
42,000

都市整備局 阿倍野再開発課 平成25年08月16日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 旅費　普通旅費 再開発事務用市内出張旅費の支出について（平成２５年７月分）
17,019

都市整備局 阿倍野再開発課 平成25年08月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 委託料　委託料 平成２５年度あべのベルタ保留床管理費等の支出について（９月分）
498,989

都市整備局 阿倍野再開発課 平成25年08月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 委託料　委託料 平成２５年度あべのメディックス保留床管理費等の支出について（９月分）
1,166,544

都市整備局 阿倍野再開発課 平成25年08月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年度あべのベルタ保留床管理費等の支出について（９月分）
154,450

都市整備局 阿倍野再開発課 平成25年08月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年度あべのメディックス保留床管理費等の支出について（９月分）
311,081

都市整備局 阿倍野再開発課 平成25年08月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 工事費 需用費　光熱水費 阿倍野市街地再開発事業施行に伴う街灯電気料金の支出について（平成２５年８月分）
11,408

都市整備局 建設課 平成25年08月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 木川東第１住宅1号館外４件昇降路増築工事　設計委託にかかる費用（前払金）の支出について（公営建設事業用）
2,300,000

都市整備局 建設課 平成25年08月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 ｢建築数量積算基準・同解説（平成23年版）講習会」参加にかかる受講料の支出について
5,000

都市整備局 建設課 平成25年08月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　手数料 長吉長原東第４住宅３７・３８号館公共下水道施設築造工事に伴う事務監督費の支出について（公営住宅建築事業用）
73,080

都市整備局 建設課 平成25年08月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用問答式　借地・借家の実務　追録128号外3点の買入経費の支出について
15,000

都市整備局 建設課 平成25年08月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 浪速第６住宅１号館住戸改善給水衛生設備工事費（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
32,890,000

都市整備局 建設課 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 平成25年度営繕積算システム講習会の出張並びに旅費の支出について
28,420

都市整備局 建設課 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉六反第1住宅３号館建設工事監理委託（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,811,900

都市整備局 建設課 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 浅香西住宅1号館建設工事にかかる費用（第２回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
27,950,000

都市整備局 建設課 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉六反第1住宅3号館建設工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
77,134,350
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都市整備局 建設課 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 横堤北住宅２号館ガス設備工事にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
6,919,550

都市整備局 建設課 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 矢田中住宅２号館給水衛生設備工事にかかる費用（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
8,520,000

都市整備局 建設課 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 横堤北住宅２号館電気設備工事にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
36,717,700

都市整備局 建設課 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉六反第１住宅３号館畳工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,281,250

都市整備局 建設課 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉六反第1住宅3号館給水衛生設備工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
22,949,500

都市整備局 建設課 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 横堤北住宅２号館昇降機設備工事にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
8,512,350

都市整備局 建設課 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 小松南住宅１号館給水衛生設備工事にかかる費用（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
13,690,000

都市整備局 建設課 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 放出西住宅８号館昇降路増築その他工事費（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
22,759,000

都市整備局 建設課 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 鶴町住宅１・２・３・４・５・６・７・８・９号館解体撤去工事にかかる費用（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
41,950,000

都市整備局 建設課 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 津守東住宅１・２号館解体撤去工事にかかる費用（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
13,190,000

都市整備局 建設課 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 負担金、補助及交付金　分担金 横堤北住宅２号館ケーブルテレビ導入分担金契約にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
105,000

都市整備局 建設課 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉出戸住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(本移転・前金）
5,850,000

都市整備局 建設課 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 放出西住宅８号館昇降路増築その他工事費（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,351,000

都市整備局 建設課 平成25年08月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 負担金、補助及交付金　分担金 瑞光住宅３号館ケーブルテレビ導入分担金契約（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
105,000

都市整備局 建設課 平成25年08月15日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 大和田第3住宅1号館建設敷地土壌詳細調査業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営建設住宅事業用）
622,125

都市整備局 建設課 平成25年08月15日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 勝山住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
217,000

都市整備局 建設課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（７月分）
55,877

都市整備局 建設課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（７月分）
5,606

都市整備局 建設課 平成25年08月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（７月分）南住吉関連ガス料金の支出について
907

都市整備局 建設課 平成25年08月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 建築積算システムソフト保守業務委託経費の支出について（７月分）（公営住宅建設事業用）
31,500

都市整備局 建設課 平成25年08月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 ジアゾ複写機一式借入経費の支出について（７月分）（住宅部建設課）（公営住宅建設事業用）
3,486

都市整備局 建設課 平成25年08月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入　建築積算システム用パーソナルコンピュータ等長期借入経費の支出について（７月分）（その２）（公営住宅建設事業用）
14,700

都市整備局 建設課 平成25年08月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入　建築積算システム用サーバー機及び周辺機器等長期借入経費の支出について（７月分）（その２）（公営住宅建設事業用）
26,040

都市整備局 建設課 平成25年08月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２１年度導入　建築積算システム用パーソナルコンピュータ等長期借入経費の支出について（７月分）（公営住宅建設事業用）
19,740

都市整備局 建設課 平成25年08月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 矢田中住宅３号館電気設備工事（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,290,000

都市整備局 建設課 平成25年08月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 大桐住宅２・４号館昇降機設備工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
29,455,650

都市整備局 建設課 平成25年08月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 大桐住宅２・４号館昇降路増築電気設備工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,491,250

都市整備局 建設課 平成25年08月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 大桐住宅２・４号館昇降路増築ガス設備工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,580,250

都市整備局 建設課 平成25年08月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 酉島住宅２１号館畳表替工事費用の支出について（完成金）
2,177,700

都市整備局 建設課 平成25年08月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 酉島住宅２１号館移転用住戸整備工事費用の支出について（完成金）
5,639,550

都市整備局 建設課 平成25年08月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 茨田大宮第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 平成25年08月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 浪速第５住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（作業所自力退去・全金）
438,100

都市整備局 建設課 平成25年08月22日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（７月分）
1,020

都市整備局 建設課 平成25年08月22日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（７月分）
33,620

都市整備局 建設課 平成25年08月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（７月分）
29,253

都市整備局 建設課 平成25年08月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 萩之茶屋住宅１号館の共用電気代（４月～６月）の支出について
82,229

都市整備局 建設課 平成25年08月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 高松住宅１号館の共用電気代（４月～６月）の支出について
40,835

都市整備局 建設課 平成25年08月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 放出東住宅住宅１号館の共用電気代（４月～６月）の支出について
85,612

都市整備局 建設課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用コピー代金の支出について（７月分）
70,473

都市整備局 建設課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉六反第１住宅３号館設備工事監理委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
804,300

都市整備局 建設課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉出戸西住宅4・5・6・12・13・14・15・16号館昇降路増築工事監理委託費（第1回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,446,000

都市整備局 建設課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 豊里第２住宅１８号館建設工事監理委託費（第1回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,936,000

都市整備局 建設課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 大和田第２住宅他９０件防犯灯電気料金（７月分）の支出について（公営住宅建設事業用）
111,972

都市整備局 建設課 平成25年08月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（７月分）
7,892

都市整備局 建設課 平成25年08月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（７月分）
920

都市整備局 建設課 平成25年08月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（７月分）
244,283

都市整備局 建設課 平成25年08月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（８月分）南住吉関連電気料金の支出について
2,314

都市整備局 建設課 平成25年08月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（７月分）
3,312
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都市整備局 建設課 平成25年08月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 勝山住宅３・４号館解体撤去工事　積算設計委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営建設住宅事業用）
399,000

都市整備局 建設課 平成25年08月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用平成25年版新しい建築法規の手びき外12点買入経費の支出について
80,865

都市整備局 建設課 平成25年08月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 池島住宅1号館（1区）建設工事他1件監理委託費（第１回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
4,265,000

都市整備局 建設課 平成25年08月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 小松南住宅1号館建設工事監理委託費（第１回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,205,000

都市整備局 建設課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（８月分）南住吉関連水道料金の支出について
1,574

都市整備局 建設課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉長原東第4住宅37号館建設工事（第５回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
65,168,000

都市整備局 建設課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉六反第1住宅3号館昇降機設備工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
8,303,750

都市整備局 建設課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉六反第1住宅3号館ガス設備工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
6,588,800

都市整備局 建設課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 浪速第６住宅１号館住戸改善工事費（第１回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
50,320,000

都市整備局 建設課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 木川第３住宅１号館昇降機設備工事（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
10,830,000

都市整備局 建設課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉長原東第4住宅37号館建設工事（第５回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
56,242,000

都市整備局 建設課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 浪速第６住宅１号館住戸改善工事費（第１回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
76,880,000

都市整備局 建設課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉六反第1住宅3号館電気設備工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
34,447,400

都市整備局 建設課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 酉島住宅２１号館移転用住戸整備設備工事費用の支出について（完成金）
1,467,900

都市整備局 建設課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 茨田横堤北住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(本移転・後金)
4,548,700

都市整備局 管理課 平成25年08月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　佃第２住宅電気代　７月分の支出について（請求書2通）
50,431

都市整備局 管理課 平成25年08月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　瑞光住宅３号館電気代　７月分の支出について（請求書1通）
46,411

都市整備局 管理課 平成25年08月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　北江口第2住宅電気代　７月分の支出について（請求書1通）
2,682

都市整備局 管理課 平成25年08月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松之宮住宅1・2号館4～6月分電気代の支出について
38,411

都市整備局 管理課 平成25年08月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用津守住宅1号館4～6月分電気代の支出について
25,988

都市整備局 管理課 平成25年08月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用津守住宅2号館4～6月分電気代の支出について
18,548

都市整備局 管理課 平成25年08月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用住吉住宅5号館4～6月分電気代の支出について
4,302

都市整備局 管理課 平成25年08月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用鶴町第4住宅1号館4～6月分電気代の支出について
49,395

都市整備局 管理課 平成25年08月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出住宅　7号館　電気代７月分の支出について（請求書１通）
6,822

都市整備局 管理課 平成25年08月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田南住宅1号館6月分電気代の支出について
56,084

都市整備局 管理課 平成25年08月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉出戸住宅1～10号棟7月分の電気代の支出について
34,527

都市整備局 管理課 平成25年08月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反東住宅19・25号棟7月分の電気代の支出について
10,045

都市整備局 管理課 平成25年08月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田住道住宅7月分電気代の支出について
80,856

都市整備局 管理課 平成25年08月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　横堤北住宅2号館　電気代　７月分の支出について（請求書２通）
27,780

都市整備局 管理課 平成25年08月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浪速第6住宅1号館4～6月分電気代の支出について
310,726

都市整備局 管理課 平成25年08月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浅香第2住宅2号館他1件7月分電気代の支出について
30,321

都市整備局 管理課 平成25年08月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　西宮原住宅電気代　７月分の支出について（請求書１通）
5,740

都市整備局 管理課 平成25年08月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　両国住宅電気代　７月分の支出について（請求書1通）
4,642

都市整備局 管理課 平成25年08月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用浅香第3住宅1号館7月分電気代の支出について
15,979

都市整備局 管理課 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　小松南住宅電気代７月分の支出について（請求書1通）
15,895

都市整備局 管理課 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　瑞光住宅３号館電気代　７月分の支出について（請求書1通）
14,274

都市整備局 管理課 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用鶴町第9住宅1号館4～6月分電気代の支出について
35,970

都市整備局 管理課 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用中開住宅1号館4～6月分電気代の支出について
26,296

都市整備局 管理課 平成25年08月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用敷津浦第2住宅1号館4～6月分電気代の支出について
86,421

都市整備局 管理課 平成25年08月12日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　印刷製本費 「住宅だよりＨ２５．７」の作成及び配付経費の支出について
883,260

都市整備局 管理課 平成25年08月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第5住宅1号棟7月分の電気代の支出について
81,626

都市整備局 管理課 平成25年08月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第5住宅2号棟7月分の電気代の支出について
36,055

都市整備局 管理課 平成25年08月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用矢田中住宅6号館7月分電気代の支出について
3,672

都市整備局 管理課 平成25年08月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用西喜連第5住宅1号棟7月分の電気代の支出について
60,710

都市整備局 管理課 平成25年08月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用鶴町住宅7～16号館4～6月分電気代の支出について
35,973

都市整備局 管理課 平成25年08月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用立葉住宅1号館4～6月分電気代の支出について
36,349

都市整備局 管理課 平成25年08月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用鶴町住宅1～6号館4～6月分電気代の支出について
75,306

都市整備局 管理課 平成25年08月15日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　豊里第２住宅電気代　７月分の支出について（請求書５通）
20,030
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都市整備局 管理課 平成25年08月15日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　今市住宅電気代　７月分の支出について（請求書１通）
21,924

都市整備局 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について　６月分
2,160

都市整備局 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について　６月分
65,127

都市整備局 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住居返還に係る出張並びに旅費の支出について（平成２５年７月３１日　神戸刑務所）
3,960

都市整備局 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 使用承認取消通知発送用内容証明料金の支出について（８月分）
98,700

都市整備局 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 平成２５年度８月送達証明・執行文付与申請用印紙の購入経費の支出について
3,600

都市整備局 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 平成２５年８月即決和解申立用印紙の購入経費の支出について
62,000

都市整備局 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反北住宅2号棟7月分の電気代の支出について
509

都市整備局 管理課 平成25年08月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用トナーカートリッジの買入費用の支出について
202,293

都市整備局 管理課 平成25年08月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用平成２５年度シュレッダー（住宅部１階）の賃貸借料の支出について　７月分
1,134

都市整備局 管理課 平成25年08月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長橋第3住宅1号館4～6月分電気代の支出について
78,577

都市整備局 管理課 平成25年08月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　生江住宅１･2号館　電気代７月分の支出について（請求書3通）
2,313

都市整備局 管理課 平成25年08月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用瓜破東第3住宅7月分の電気代の支出について
4,783

都市整備局 管理課 平成25年08月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　南方住宅電気代　７月分の支出について（請求書５通）
140,733

都市整備局 管理課 平成25年08月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用鶴町第5住宅1・2号館4～6月分電気代の支出について
12,047

都市整備局 管理課 平成25年08月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　東淡路住宅電気代　７月分の支出について（請求書１通）
20,629

都市整備局 管理課 平成25年08月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅　３～６号館　電気代　７月分の支出について（請求書６通）
2,789

都市整備局 管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センターの修繕積立金の支出について　9月分
71,259

都市整備局 管理課 平成25年08月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用瓜破西住宅7月分電気代の支出について
774

都市整備局 管理課 平成25年08月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮住宅電気代　８月分の支出について（請求書１３通）
3,115

都市整備局 管理課 平成25年08月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用鶴町住宅2号館他1件8月分電気代の支出について
1,362

都市整備局 管理課 平成25年08月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　日之出第２住宅電気代　７月分の支出について（請求書２通）
26,330

都市整備局 管理課 平成25年08月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用住吉住宅1号館8月分電気代の支出について
7,297

都市整備局 管理課 平成25年08月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　生江第２住宅　　電気代　７月分の支出について（請求書１通）
13,383

都市整備局 管理課 平成25年08月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第3住宅13号棟7月分の電気代の支出について
356

都市整備局 管理課 平成25年08月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　八幡屋宝町第３住宅電気代　７月分の支出について（請求書２通）
10,648

都市整備局 管理課 平成25年08月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　春日出中第２住宅電気代　７月分の支出について（請求書５通）
11,563

都市整備局 管理課 平成25年08月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用平野市町住宅3号館8月分の電気代の支出について
13,486

都市整備局 管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用コピー代金の支出について　７月分
58,599

都市整備局 管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出住宅　９号館　電気代　７月分の支出について（請求書１通）
22,856

都市整備局 管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出住宅　８号館　電気代　７月分の支出について（請求書５通）
16,980

都市整備局 管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　酉島住宅９～１０号館　電気代７月分の支出について（請求書３通）
5,216

都市整備局 管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　酉島住宅　２１号館　電気代　７月分の支出について（請求書２通）
84,789

都市整備局 管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出北住宅２号館　電気代７月分の支出について（請求書１通）
17,522

都市整備局 管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　新生江住宅　　電気代　７月分の支出について（請求書１通）
10,102

都市整備局 管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出第３住宅　電気代　７月分の支出について（請求書２通）
19,126

都市整備局 管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出住宅　１０号館　電気代７月分の支出について（請求書１通）
34,352

都市整備局 管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅　10号館　電気代　７月分の支出について（請求書１通）
29,555

都市整備局 管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用浪速第5住宅3号館7月分電気代の支出について
15,518

都市整備局 管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅　11号館　電気代　７月分の支出について（請求書１通）
40,871

都市整備局 管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅　９号館　電気代　７月分の支出について（請求書１通）
30,263

都市整備局 管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅　８号館　電気代　７月分の支出について（請求書１通）
25,030

都市整備局 管理課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅　７号館　電気代　７月分の支出について（請求書１通）
7,675

都市整備局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公営その他事務用南津守第2住宅2号館8月分電気代の支出について
62,302

都市整備局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター管理費の支出について　9月分
267,219

都市整備局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　加島南住宅１～２号館　電気代　７月分の支出について（請求書１２通）
5,599

都市整備局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浪速西第2住宅1号館他1件7月分電気代の支出について
64,381

都市整備局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　赤川住宅　１～２号館　電気代　７月分の支出について（請求書１通）
12,199
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都市整備局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　飛鳥住宅　５号館　電気代　７月分の支出について（請求書２通）
15,725

都市整備局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反北住宅外灯他7月分の電気代の支出について
6,305

都市整備局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　加島中住宅　１～２号館　電気代７月分の支出について（請求書４通）
21,217

都市整備局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用出城東住宅1号館他3件7月分電気代の支出について
45,551

都市整備局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　中島住宅１～２号館　電気代　７月分の支出について（請求書６通）
6,823

都市整備局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松崎第2住宅1号館8月分電気代の支出について
103,794

都市整備局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　飛鳥住宅１～４号館　電気代　７月分の支出について（請求書５通）
84,538

都市整備局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　飛鳥西住宅　１～２号館　電気代　７月分の支出について（請求書２通）
54,348

都市整備局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　日之出第２住宅　　電気代７月分の支出について（請求書２通）
3,576

都市整備局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　加島住宅　４・６～１０号館　電気代　７月分の支出について（請求書１７通）
26,497

都市整備局 管理課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　加島第２住宅　１・２号館　電気代　７月分の支出について（請求書８通）
11,433

都市整備局 管理課 平成25年08月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター電気料金の支出について　７月分
40,840

都市整備局 管理課 平成25年08月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター管理費の支出について　８月分
507,686

都市整備局 管理課 平成25年08月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センターの修繕積立金の支出について　８月分
157,341

都市整備局 管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 市営住宅維持管理用住宅管理システムのコンピュータ専用回線使用料の支出について　７月分
388,290

都市整備局 管理課 平成25年08月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用出城第3住宅1号館4～6月分電気代の支出について
17,942

都市整備局 管理課 平成25年08月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用加美絹木住宅8月分の電気代の支出について
17,033

都市整備局 管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター電気料金の支出について　7月分
131,020

都市整備局 管理課 平成25年08月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浅香第2住宅2号館他1件8月分電気代の支出について
28,944

都市整備局 管理課 平成25年08月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用浅香第3住宅1号館8月分電気代の支出について
17,009

都市整備局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 市営住宅維持管理用強制執行費用の支出について（家賃滞納等２２件）
2,517,900

都市整備局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 市営住宅維持管理用強制執行費用の支出について（家賃滞納等２２件）
1,675,000

都市整備局 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用大阪市営住宅管理システム運用業務委託料の支出について（第３回目）
10,456,110

都市整備局 保全整備課 平成25年08月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用北大桐住宅1～4号館外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
39,770,000

都市整備局 保全整備課 平成25年08月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用長吉六反東住宅39～42号館外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
10,870,000

都市整備局 保全整備課 平成25年08月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 北陽住宅（１～３号館）外昇降機設備改修工事費の支出について（前払金）
28,980,000

都市整備局 保全整備課 平成25年08月15日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用大和川住宅16～21号館外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
18,690,000

都市整備局 保全整備課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用遠里小野住宅3～5号館外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
35,450,000

都市整備局 保全整備課 平成25年08月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用浪速第9住宅1～3号館外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
32,700,000

都市整備局 保全整備課 平成25年08月22日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（６・７月分）
486

都市整備局 保全整備課 平成25年08月22日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（６・７月分）
16,294

都市整備局 保全整備課 平成25年08月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（６・７月分）
13,725

都市整備局 保全整備課 平成25年08月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用高見住宅25・44号館外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
47,880,000

都市整備局 保全整備課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　中加賀屋住宅（１号館）排水管改修工事費の支出について（前払金）
24,810,000

都市整備局 保全整備課 平成25年08月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　中加賀屋住宅（２・３号館）排水管改修工事費の支出について（前払金）
17,860,000

都市整備局 保全整備課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 中加賀屋住宅（９・１０・１２号館）外昇降機設備改修工事費の支出について（前払金）
27,210,000

都市整備局 保全整備課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 平林南第２住宅（１・２号館）外昇降機設備改修工事費の支出について（前払金）
22,050,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用舎利寺小学校便所改修衛生設備工事費の支出について（前払金）
2,540,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 旅費　普通旅費 校舎建設事業用市内出張交通費（平成２５年５月分）の再支出について
2,160

都市整備局 企画設計課 平成25年08月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用西中学校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（前払金）
4,190,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用蒲生中学校給食配膳室設置機械設備工事費の支出について（完成金）
843,300

都市整備局 企画設計課 平成25年08月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用東中学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
5,070,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用桜宮中学校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
4,730,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用森之宮小学校便所改修工事費の支出について（前払金）
6,570,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用清水丘小学校トイレ改造工事費の支出について（前払金）
6,640,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用西中学校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（前払金）
3,430,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月05日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 こども青少年事業用茨田第２保育所新築工事監理委託費の支出について（完了金）
1,491,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月05日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 工事請負費　新規工事費 産業振興事業用曽根崎小売市場民営化事業施設解体撤去工事費の支出について（前払金）
18,960,000
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都市整備局 企画設計課 平成25年08月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用阿倍野中学校外1校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
6,290,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月06日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 区庁舎整備用東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他電気設備工事費の支出について（前払金）
21,206,052

都市整備局 企画設計課 平成25年08月06日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 市民利用施設整備用東淀川区役所・区民ホール耐震改修その他電気設備工事費の支出について（前払金）
2,733,948

都市整備局 企画設計課 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用淡路中学校外1校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
6,070,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用新東三国小学校トイレ改造衛生設備工事費の支出について（前払金）
5,050,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月07日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　新規工事費 庁舎整備用大正消防署建設工事費の支出について（第６回中間金）
38,110,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用放出中学校外2件給食配膳室設置工事設計委託費－２の支出について（完了金）
201,600

都市整備局 企画設計課 平成25年08月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用豊里小学校トイレ改造衛生設備工事費の支出について（前払金）
3,360,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用思斉特別支援学校冷房機械設備工事費の支出について（前払金）
8,220,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用海老江東小学校トイレ改造工事費の支出について（前払金）
6,920,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用森之宮小学校便所改修衛生設備工事費の支出について（前払金）
3,240,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月09日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 「建築数量積算基準・同解説（平成23年版）」講習会受講料等の支出について
5,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設用平成２５年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説（Ⅰ非住宅建築物）購入費の支出について
9,140

都市整備局 企画設計課 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設用建築設備設計・施工便覧追録第７５号購入の支出について
5,400

都市整備局 企画設計課 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設用電波法令集追録第４２号購入の支出について
3,550

都市整備局 企画設計課 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設用建築設備技術関係法規要覧追録第１４９号外１点購入の支出について
8,510

都市整備局 企画設計課 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用やたなか小中一貫校空調機設置機械設備工事費の支出について（前払金）
3,410,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用天満中学校外1校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（前払金）
7,632,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用十三中学校空調機設置機械設備工事費－２の支出について（前払金）
7,550,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用清水丘小学校トイレ改造衛生設備工事費の支出について（前払金）
3,960,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用天満中学校外1校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（前払金）
3,038,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月12日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　新規工事費 橋梁事業用三津屋高架橋下施設解体撤去工事費の支出について（前払金）
5,530,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用宮原中学校クラブ室・受変電設備設置その他設備工事設計委託費－２の支出について（完了金）
145,950

都市整備局 企画設計課 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用中野中学校増築その他機械設備工事費の支出について（前払金）
14,980,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用大領中学校外１校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（前払金）
9,240,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用大領中学校外１校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（前払金）
3,330,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設用建設法令総覧追録第４３７５－４３９４号外１点購入の支出について
111,600

都市整備局 企画設計課 平成25年08月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用三軒家東小学校仮設校舎設置工事費の支出について（前払金）
17,550,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用舎利寺小学校便所改修工事費の支出について（前払金）
4,820,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用マイクロ写真リーダープリンター長期借入費の支出について（平成２５年７月分）
26,527

都市整備局 企画設計課 平成25年08月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用マイクロ写真リーダープリンター長期借入費の支出について（平成２５年７月分）
19,358

都市整備局 企画設計課 平成25年08月14日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 委託料　委託料 庁舎整備用福島消防署建設工事実施設計（建築・設備）設計委託-2費の支出について（完了金）
2,205,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用弁天小学校トイレ改造工事費の支出について（前払金）
5,990,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用難波元町小学校トイレ改造工事費の支出について（前払金）
6,930,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用難波元町小学校トイレ改造衛生設備工事費の支出について（前払金）
3,570,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月15日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 報償費　報償金 計画調査事務用平成２５年度第４回都市整備局契約事務評価会議委員報償及び交通費の支出について
50,335

都市整備局 企画設計課 平成25年08月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用豊里小学校トイレ改造工事費の支出について（前払金）
6,320,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 校舎建設事業用市内出張交通費及び近距離管外出張旅費(平成２５年６月分)の支出について
11,184

都市整備局 企画設計課 平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 平成25年度研修認定会議認定講習会｢基礎から学べる構造設計シリーズ｣受講料等の支出について
3,990

都市整備局 企画設計課 平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成25年度営繕積算システム等整備業務等分担金の支出について
707,921

都市整備局 企画設計課 平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成25年度研修認定会議認定講習会｢基礎から学べる構造設計シリーズ｣受講料等の支出について
25,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 負担金、補助及交付金　分担金 平成25年度営繕積算システム等整備業務等分担金の支出について
11,605

都市整備局 企画設計課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 負担金、補助及交付金　分担金 平成25年度営繕積算システム等整備業務等分担金の支出について
162,474

都市整備局 企画設計課 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 旅費　普通旅費 校舎建設事業用市内出張交通費及び近距離管外出張旅費(平成２５年６月分)の支出について
251,087

都市整備局 企画設計課 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用中央小学校便所改修衛生設備工事費の支出について（前払金）
2,950,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月19日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　新規工事費 庁舎整備用此花消防署建設機械設備工事費の支出について（前払金）
14,360,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用新高小学校増築その他設備工事監理委託費の支出について（完了金）
480,900

都市整備局 企画設計課 平成25年08月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用新高小学校増築その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
47,250
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都市整備局 企画設計課 平成25年08月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用南港緑小学校便所改修工事費の支出について（前払金）
9,010,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用堀川小学校地質調査業務委託費－２の支出について（完了金）
514,500

都市整備局 企画設計課 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用新栄小学校用地汚染土処理工事費の支出について（前払金）
42,370,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設用複写機経費（７月分）の支出について
132,938

都市整備局 企画設計課 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用豊仁小学校第２期増築その他工事監理委託費の支出について（第１回中間金）
2,545,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用鶴浜小学校便所改修衛生設備工事費の支出について（前払金）
3,170,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月23日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 工事請負費　改修工事費 各所施設整備用本庁舎1階共用部照明改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
16,847,700

都市整備局 企画設計課 平成25年08月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用（仮称）中島中学校区小中一貫校整備工事費　その１の支出について（前払金）
61,070,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用中央小学校便所改修工事費の支出について（前払金）
4,250,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　新規工事費 こども青少年事業用茨田第２保育所新築工事費の支出について（完成金）
93,055,200

都市整備局 企画設計課 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用緑中学校第２期増築その他工事監理委託費の支出について（第１回中間金）
2,980,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用城東中学校増築その他工事監理委託費の支出について（第１回中間金）
3,396,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用長池小学校増築その他機械設備工事費の支出について（前払金）
1,840,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用光陽特別支援学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
10,990,000

都市整備局 企画設計課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 工事請負費　改修工事費 危機管理対策用本庁舎（5階）防災行政無線設備工事費の支出について（完成金）
65,100

都市整備局 企画設計課 平成25年08月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 建築計画調査事務用平成25年度営繕積算システム講習会の参加並びに旅費の支出について
28,020

都市整備局 施設整備課 平成25年08月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 すみれ小学校給食室改修工事費の支出について（第1回工事前払金）
1,700,000

都市整備局 施設整備課 平成25年08月02日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 中央区役所熱源機器更新工事【工事調整】委託費の支出について
1,608,180

都市整備局 施設整備課 平成25年08月02日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 生野区民センター便所改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,589,910

都市整備局 施設整備課 平成25年08月02日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 西区民センター各所改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,419,390

都市整備局 施設整備課 平成25年08月02日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 敷津浦学園児童居室空調設備（マルチ）改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
523,845

都市整備局 施設整備課 平成25年08月02日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 弘済院整備費 委託料　委託料 弘済院第２特別養護老人ホーム避難扉改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
93,345

都市整備局 施設整備課 平成25年08月02日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 委託料　委託料 動物管理センター犬用檻房改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
259,875

都市整備局 施設整備課 平成25年08月02日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 中川保育所各所改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,059,870

都市整備局 施設整備課 平成25年08月02日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 阿波座センタービル（児童院）第１電気室等浸水対策改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
129,885

都市整備局 施設整備課 平成25年08月02日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 信太山青少年野外活動センター外壁改修その他工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
215,250

都市整備局 施設整備課 平成25年08月02日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 菅原保育園屋上防水改修その他工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
489,300

都市整備局 施設整備課 平成25年08月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 天王寺動植物公園ホッキョクグマ舎産室改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
164,430

都市整備局 施設整備課 平成25年08月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 高等学校耐震改修工事【工事調整】委託費の支出について
35,174,265

都市整備局 施設整備課 平成25年08月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 施設整備課執務室電話使用料の支出について（７月分）
57,746

都市整備局 施設整備課 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 電気工作物保安管理業務緊急呼び出しにかかるタクシー代の支出について
820

都市整備局 施設整備課 平成25年08月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長吉南小学校教室床改修工事費の支出について（第1回工事前払金）
1,530,000

都市整備局 施設整備課 平成25年08月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 関目東小学校教室床改修工事費の支出について（第1回工事前払金）
1,470,000

都市整備局 施設整備課 平成25年08月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 営繕事務用コピー代金の支出について（平成２５年４～６月分）
88,274

都市整備局 施設整備課 平成25年08月12日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 営繕事務用パウチ（Ａ３）外２３点の買入費用の支出について
59,115

都市整備局 施設整備課 平成25年08月12日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東田辺小学校教室出入口改修工事費の支出について（第1回工事前払金）
1,830,000

都市整備局 施設整備課 平成25年08月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
2,788

都市整備局 施設整備課 平成25年08月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
5,040

都市整備局 施設整備課 平成25年08月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 工事請負費　新規工事費 南住吉小学校防球フェンス改修工事費の支出について（第1回工事前払金）
6,250,000

都市整備局 施設整備課 平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 阿倍野再開発事務所警備業務委託の支出について（7月分）
12,390

都市整備局 施設整備課 平成25年08月19日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　消耗品費 「建築工事施工管理要領」外15点買入の支出について
68,009

都市整備局 施設整備課 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 茨田東小学校教室床改修工事費の支出について（第1回工事前払金）
1,000,000

都市整備局 施設整備課 平成25年08月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 松之宮小学校通用門改修その他工事費の支出について（第1回工事前払金）
500,000

都市整備局 施設整備課 平成25年08月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 安全ヘルメット（Ａ）外４点の買入費用の支出について
115,678

都市整備局 施設整備課 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東淀工業高等学校耐震改修その他機械設備工事費の支出について（第1回工事前払金）
11,690,000

都市整備局 施設整備課 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 敷津浦小学校教室床改修工事の支出について（第１回工事前払金）
1,850,000

都市整備局 施設整備課 平成25年08月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 扇町総合高等学校耐震改修その他工事の支出について（第１回工事前払金）
30,750,000

都市整備局 施設整備課 平成25年08月22日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課執務室水道使用料の支出について（平成２５年７月分）
1,574
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都市整備局 施設整備課 平成25年08月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 泉尾工業高等学校耐震改修その他電気設備工事費の支出について（第１回工事前払金）
4,230,000

都市整備局 施設整備課 平成25年08月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課（あべのベルタ３階事務室）共用部分光熱水費等の支払いについて（平成２５年４月～６月分）
85

都市整備局 施設整備課 平成25年08月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課（あべのベルタ３階事務室）共用部分光熱水費等の支払いについて（平成２５年４月～６月分）
3,413

都市整備局 施設整備課 平成25年08月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課（あべのベルタ３階事務室）共用部分光熱水費等の支払いについて（平成２５年４月～６月分）
14,267

都市整備局 施設整備課 平成25年08月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 公共建築部施設整備課（あべのベルタ３階事務室）共用部分光熱水費等の支払いについて（平成２５年４月～６月分）
3,357

都市整備局 施設整備課 平成25年08月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 公共建築部施設整備課（あべのベルタ３階事務室）共用部分光熱水費等の支払いについて（平成２５年４月～６月分）
2,922

都市整備局 施設整備課 平成25年08月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 公共建築部施設整備課（あべのベルタ３階事務室）共用部分光熱水費等の支払いについて（平成２５年４月～６月分）
14,431

都市整備局 施設整備課 平成25年08月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課執務室電気使用料の支出について（平成25年7月分）
98,017

都市整備局 施設整備課 平成25年08月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 営繕事務用市内出張交通費（６月分）の支出について
7,084

都市整備局 施設整備課 平成25年08月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成２５年度公共建築部施設整備課執務室管理費等の支出について（９月分）
533,168

都市整備局 施設整備課 平成25年08月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅総務事務用平成２５年度公共建築部施設整備課執務室管理費等の支出について（９月分）
143,758

都市整備局 施設整備課 平成25年08月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 貿易振興事業費 旅費　普通旅費 営繕事務用市内出張交通費（６月分）の支出について
27,575

都市整備局 施設整備課 平成25年08月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 貿易振興事業費 需用費　消耗品費 営繕事務用ＵＳＢテンキーパッド外７点の買入費用の支出について
488,911

都市整備局 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 平成25年度国土交通大学校専門課程建築工事監理マネジメント研修受講に係るテキスト代の支出について（書籍）
5,396

都市整備局 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用現行日本法規追録の買入費用の支出について
29,728

都市整備局 総務課 平成25年08月12日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事業用　付箋①　外４点の買入費の支出について
44,394

都市整備局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について(７月分)
750

都市整備局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(７月分)
160

都市整備局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(７月分)
16,000

都市整備局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(７月分)
3,530

都市整備局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(７月分)
800

都市整備局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(７月分)
6,720

都市整備局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(７月分)
8,840

都市整備局 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成２５年度大阪駅前第１ビル倉庫管理費の支出について（8月分）
284,776

都市整備局 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅総務事務用平成２５年度大阪駅前第１ビル倉庫修繕積立金の支出について（８月分）
151,076

都市整備局 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　特別旅費 国土交通大学校建築設備計画（機械）研修受講に係る出張旅費の支出について
51,950

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入の経費の支出について（７月分）
29,474

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ長期借入（審査担当他）にかかる経費の支出について（７月分）
5,670

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
137,225

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
15,404

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
97,943

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度複写電送装置（ファクシミリ）の借入（総務部総務課他8箇所）について（７月分）
6,532

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入の支出について（７月分）
126,361

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるプリンタの長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
12,349

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度複写電送装置（ファクシミリ）の借入（総務部総務課他8箇所）について（７月分）
3,267

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ長期借入（審査担当他）にかかる経費の支出について（７月分）
5,670

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
20,538

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度複写電送装置（ファクシミリ）の借入（総務部総務課他8箇所）について（７月分）
9,800

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入の支出について（７月分）
312,185

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
45,741

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるプリンタの長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
1,018

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入の支出について（７月分）
27,874

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
51,462

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
5,134

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度導入視覚障害対応庁内情報利用パソコンの長期借入の経費の支出について（７月分）
7,539

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度複写電送装置（ファクシミリ）の借入（総務部総務課他8箇所）について（７月分）
3,267

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入の経費の支出について（７月分）
9,824

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
4,980
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都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度複写電送装置（ファクシミリ）の借入（総務部総務課他8箇所）について（７月分）
3,267

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入の支出について（７月分）
1,858

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
5,134

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるプリンタの長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
1,018

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
16,050

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
5,617

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
6,640

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入の支出について（７月分）
1,858

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度複写電送装置（ファクシミリ）の借入（総務部総務課他8箇所）について（７月分）
3,267

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
4,980

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入の支出について（７月分）
3,716

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
12,037

都市整備局 総務課 平成25年08月26日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入の支出について（７月分）
46,456

都市整備局 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用コピー代金の支出について（７月分）
47,034

都市整備局 総務課 平成25年08月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金（印刷経費等）の支出について（７月発注分）
119,133

都市整備局 総務課 平成25年08月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金（印刷経費等）の支出について（７月発注分）
517,935

都市整備局 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　負担金 大阪市住宅供給公社団体共済部　大阪市負担金の支出について（平成２５年度７月分）
1,429,839

都市整備局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について(７月分)
19,242

都市整備局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金７月分の支払いについて
5,570

都市整備局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成２５年度都市整備局事業所間文書逓送業務委託料の支出について（7月分）
114,334

都市整備局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金７月分の支払いについて
316,010

都市整備局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金７月分の支払いについて
39,110

都市整備局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について(７月分)
9,349

都市整備局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金７月分の支払いについて
5,290

都市整備局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金７月分の支払いについて
62,290

都市整備局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金７月分の支払いについて
380

都市整備局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金７月分の支払いについて
32,600

都市整備局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金７月分の支払いについて
4,930

都市整備局 総務課 平成25年08月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金７月分の支払いについて
80

政策企画室 秘書担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市公館庭園等清掃、除草、潅水等業務委託にかかる経費の支出について（６月分）
241,920

政策企画室 秘書担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　基本外業務委託料の支出について（６月分）
110,166

政策企画室 秘書担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 自動車運行管理用　基本外業務委託料の支出について（６月分）
200

政策企画室 秘書担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 網島車庫用　大阪市網島自動車車庫警備業務委託料の支出について
25,200

政策企画室 秘書担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問の報酬及の口座不能による再支出について（平成25年６月分）
20,123

政策企画室 秘書担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　地方自治関係実例判例集購入経費の支出について
23,100

政策企画室 秘書担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 副市長随行東京都出張旅費の支出について（平成25年7月24日）
37,380

政策企画室 秘書担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 寄附者待遇事務用　天満切子ロックグラスの購入に係る経費の支出について
300,000

政策企画室 秘書担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　政策企画室プリンタ長期借入に係る経費の支出について（７月分）
6,810

政策企画室 秘書担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（７月分）
2,079

政策企画室 秘書担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（７月分）
2,073

政策企画室 秘書担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（７月分）
1,230

政策企画室 秘書担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（７月分）
6,152

政策企画室 秘書担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（７月分）
12,303

政策企画室 秘書担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（７月分）
35,251

政策企画室 秘書担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般業務用　市内等出張交通費の支出について（７月分）
7,205

政策企画室 秘書担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般事務用　庁内情報ネットワーク通信サービス利用にかかる経費の支出について（5月分）
6,804

政策企画室 秘書担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般事務用　庁内情報ネットワーク通信サービス利用にかかる経費の支出について（6月分）
6,804

政策企画室 秘書担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般事務用　庁内情報ネットワーク通信サービス利用にかかる経費の支出について（4月分）
6,804
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政策企画室 秘書担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　政策企画室プリンタ長期借入に係る経費の支出について（７月分）
13,620

政策企画室 秘書担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　平成24年度庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（７月分）
23,875

政策企画室 秘書担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　平成24年度庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（７月分）
5,617

政策企画室 秘書担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（７月分）
25,837

政策企画室 秘書担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（７月分）
2,073

政策企画室 秘書担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（７月分）
18,717

政策企画室 秘書担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　政策企画室プリンタ長期借入に係る経費の支出について（７月分）
13,620

政策企画室 秘書担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（７月分）
6,240

政策企画室 秘書担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン（１台）借入（再リース）契約の締結について（７月分）
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政策企画室 秘書担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（７月分）
62,206

政策企画室 秘書担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（７月分）
15,994

政策企画室 秘書担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（７月分）
43,545

政策企画室 秘書担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（７月分）
3,691

政策企画室 秘書担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　政策企画室プリンタ長期借入に係る経費の支出について（７月分）
13,620

政策企画室 秘書担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２２年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（７月分）
18,717

政策企画室 秘書担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（７月分）
15,994

政策企画室 秘書担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２１年度庁内情報用パソコン等長期借入に係る経費の支出について（７月分）
4,998

政策企画室 秘書担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報償費　報償金 市公館活用事業用大阪市公館の活用事業の事業提案審査委員会にかかる委員報償金の支出について
58,716

政策企画室 秘書担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（ＦＡＸ）借入経費の支出について（７月分）
1,596

政策企画室 秘書担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（ＦＡＸ）借入経費の支出について（７月分）
3,360

政策企画室 秘書担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２１年度庁内情報用パソコン等長期借入に係る経費の支出について（７月分）
18,326

政策企画室 秘書担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２１年度庁内情報用パソコン等長期借入に係る経費の支出について（７月分）
8,330

政策企画室 秘書担当 平成25年08月19日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２１年度庁内情報用パソコン等長期借入に係る経費の支出について（７月分）
11,662

政策企画室 秘書担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 備品購入費　図書購入費 事務参考用　逐条地方自治法　第７次改定版の購入経費の支出について
15,750

政策企画室 秘書担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　燃料費 自動車運行管理用　車両運行に係るガソリン代の支出について（６月分）
21,560

政策企画室 秘書担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（７月分）
1,590

政策企画室 秘書担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（７月分）
500

政策企画室 秘書担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（７月分）
4,030

政策企画室 秘書担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 自動車運行管理用　ETC利用高速道路通行料支出について（６月分）
43,000

政策企画室 秘書担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（７月分）
3,230

政策企画室 秘書担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（７月分）
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政策企画室 秘書担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（７月分）
640

政策企画室 秘書担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 副市長東京都出張旅費の支出について（平成25年7月24日）
37,380

政策企画室 秘書担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問の報酬及び費用弁償の支出について（平成25年７月分）
260,930

政策企画室 秘書担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 特別顧問の報酬及び費用弁償の支出について（平成25年７月分）
107,940

政策企画室 秘書担当 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（コピー機）による複写にかかる経費の支出について（７月分）
37,726

政策企画室 秘書担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　自動車運行管理業務委託料の支出について（７月分）
1,113,000

政策企画室 秘書担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 自動車運行管理用　自動車リース代（プリウス２台）の支出について（７月分）
92,190

政策企画室 秘書担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 自動車運行管理用　自動車リース代（プリウス１台）の支出について（７月分）
49,980

政策企画室 秘書担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 自動車運行管理用　自動車リース代（アルファード）の支出について（７月分）
58,800

政策企画室 政策企画担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 企画部事務用コピー代金及び関連消耗品代の支出について（平成２５年６月分）
88,281

政策企画室 政策企画担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　食糧費 平成26年度国の施策・予算に関する提案・要望説明会（自民党）にかかる食糧費の支出について
15,400

政策企画室 政策企画担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　食糧費 平成26年度国の施策・予算に関する提案・要望説明会（公明党・民主党）にかかる食糧費の支出について
9,540

政策企画室 政策企画担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度国への提案・要望説明会（公明党・民主党）に係る会場設営等の経費の支出について
75,477

政策企画室 政策企画担当 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 企画部事務用　書籍の購入経費の支出について
6,720

政策企画室 政策企画担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度国への提案・要望説明会（自由民主党）に係る会場設営等の経費の支出について
88,888

政策企画室 政策企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 企画部事務用　蛍光マーカー外１５点の購経費の支出について
37,821

政策企画室 政策企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと納税クレジット立替払い手数料の支出について（平成２５年６月取扱・７月入金分）
2,152
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政策企画室 政策企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと納税クレジット立替払い手数料の支出について（平成２５年６月取扱・７月入金分）
1,240

政策企画室 政策企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 ふるさと納税インターネットクレジット納付システム運営利用料の支出について（平成２５年７月分）
1,050

政策企画室 政策調査担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 特別参与（近現代史施設構想関係）の報酬等の支出について（平成25年６月分）
174,140

政策企画室 政策調査担当 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 近現代史を学ぶ施設に向けた特別参与との打合せに係る出張について
57,240

政策企画室 政策調査担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 医療戦略会議の事前調整等にかかる管外出張旅費の支出について
28,820

政策企画室 広報担当 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 需用費　印刷製本費 点字版「区広報紙市政情報」概算印刷実施に係る経費の支出について（7月号および6月号追加分）
329,112

政策企画室 広報担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 報償費　報償金 「ウェブアクセシビリティ入門セミナー」にかかる講師謝礼金の支出について
24,080

政策企画室 広報担当 平成25年08月12日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 旅費　普通旅費 政策企画室広報業務用市内出張交通費にかかる経費の支出について（６月分）
14,726

政策企画室 広報担当 平成25年08月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 委託料　委託料 区の広報紙における「市政情報部分」の企画編集業務の実施に係る経費の支出について（7月号）
504,000

政策企画室 広報担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 使用料及賃借料　使用料 インターネット事業用　広報事務処理パソコン等機器類長期借入賃借料の支出について（7月分）
12,600

政策企画室 広報担当 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 委託料　委託料 外国語版広報関連用　大阪市外国語版ホームページ作成・更新業務にかかる経費の支出について（7月分）
72,450

政策企画室 広報担当 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 政策企画室広報担当用　業務用回線料の支払いについて（第２四半期分）
13,440

政策企画室 広報担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 需用費　印刷製本費 点字版「区広報紙市政情報」（平成25年5月～平成26年4月号）概算印刷実施にかかる経費の支出について（8月号）
295,352

政策企画室 広報担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 委託料　委託料 市政広報物デジタルブック化作成システムの導入および運用委託業務実施に係る経費の支出について（7月分）
24,537

政策企画室 広報担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 インターネット検証用　携帯電話利用料（ソフトバンク7月分）の支出について
7,007

政策企画室 広報担当 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 インターネット検証用　携帯電話利用料（au7月分）の支出について
2,196

政策企画室 広報担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 需用費　消耗品費 広報業務用消耗品「テプラテープ　他１点」の購入にかかる経費の支出について
13,629

政策企画室 広報担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 インターネット関連経費　業務用パソコン回線使用料（ＮＴＴ）及びインターネットプロバイダー利用料の支出について（７月分）
6,993

政策企画室 広報担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 委託料　委託料 区の広報紙における「市政情報部分」の企画編集業務の実施に係る経費の支出について（8月号）
504,000

政策企画室 報道担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　筆耕翻訳料 報道事務用　市長会見等のテキストデータ作成（６月分）にかかる経費の支出について
20,742

政策企画室 報道担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 旅費　普通旅費 報道業務用　市内出張にかかる経費の支出について（6月分）
790

政策企画室 報道担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 需用費　消耗品費 報道事務用　ＡＶ分配器ほか８点の購入にかかる経費の支出について
171,538

政策企画室 報道担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 委託料　委託料 報道事務用　全録システム機器「地上デジタル波対応版　ＳＰＩＤＥＲ　ＰＲＯ」データ提供等業務委託にかかる経費の支出について（7月分）
63,000

政策企画室 報道担当 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　全録システム機器「地上デジタル波対応版　ＳＰＩＤＥＲ　ＰＲＯ」の長期借入の実施及び同経費の支出について（7月分）
24,507

政策企画室 報道担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 旅費　普通旅費 報道業務用　市内出張にかかる経費の支出について（7月分）
920

政策企画室 報道担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 報道担当全録システム用　インターネットプロバイダー利用料の支出について（6月分So-net及び7月分NTT回線利用料）
5,260

政策企画室 広聴担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（７月分）
5,366

政策企画室 広聴担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（７月分）
15,268

政策企画室 広聴担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（７月分）
18,663

政策企画室 広聴担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 役務費　通信運搬費 総合コールセンター用　電話回線使用料の支出について（７月利用分）
143,372

政策企画室 広聴担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 委託料　委託料 大阪市総合コールセンター運営業務に係る経費の支出について（７月分）
14,180,250

政策企画室 広聴担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 委託料　委託料 大阪市役所受付案内業務委託に係る経費の支出について（７月分）
359,100

政策企画室 広聴担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 使用料及賃借料　使用料 「市民の声データベース」用機器一式の賃借及び同経費の支出について（7月分）
131,145

政策企画室 東京事務所 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　光熱水費 東京事務所事務用資金前渡金（東京事務所運営経費・平成25年度第１回目）の支出について
26,618

政策企画室 東京事務所 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　光熱水費 東京事務所事務用資金前渡金（東京事務所運営経費・平成25年度第１回目）の支出について
2,934

政策企画室 東京事務所 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 東京事務所事務用資金前渡金（東京事務所運営経費・平成25年度第１回目）の支出について
2,031,390

政策企画室 東京事務所 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（東京事務所運営関係・大阪市）命令について
28,900

政策企画室 東京事務所 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（東京事務所運営関係・大阪市）命令について
28,900

政策企画室 東京事務所 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 東京事務所事務用都内出張交通旅費（７月分）の支出について
5,740

政策企画室 東京事務所 平成25年08月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２５年度東京事務所公舎用賃料の支出について（９月分）
975,000

政策企画室 東京事務所 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 乾式電子複写機による複写（白黒）の単価契約にかかる支出（７月分）について
32,502

政策企画室 東京事務所 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用事務用品（リサイクルコピーペーパーＡ３他１点）購入経費の支出について
18,745

政策企画室 東京事務所 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　平成２５年度庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出（７月分）について
2,798

政策企画室 東京事務所 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用ネットワーク機器等一式(東京事務所)にかかる経費の支出（７月分）について
13,209

政策企画室 東京事務所 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度パソコン機器等賃貸借契約にかかる経費（８台分・７月分）の支出について
13,076

政策企画室 東京事務所 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度ファクシミリ賃貸借契約にかかる経費の支出（７月分）について
8,190

政策企画室 東京事務所 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　船車賃借料 東京事務所事務用四輪自動車レンタル経費（７月分）の支出について
7,560

健康局 総務課 平成25年08月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２５年度　事務参考用読売新聞の買入（年間購読）経費の支出について（４～６月分）
11,775
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健康局 総務課 平成25年08月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般事務用カラー用紙外１６点　買入経費の支出について
25,773

健康局 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　建物修繕料 局運営用健康局電話配線工事にかかる経費の支出について
29,977

健康局 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式の借入及び同経費の支出について（平成25年7月分）
4,250

健康局 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成25年度視覚障害者用パソコン等機器長期借入経費の支出について（7月分）
37,695

健康局 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成25年度複写電送装置(ファックス機) 長期借入経費の支出について（7月分）
7,875

健康局 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式の借入及び同経費の支出について（平成25年7月分）
273,019

健康局 総務課 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２５年度　一般事務用コピー代金の支出について（７月分）
105,893

健康局 総務課 平成25年08月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 市会事務用民生保健委員会行政視察随行にかかる支出について
40,910

健康局 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成25年度大阪市職員〔獣医師・薬剤師〕採用試験にかかる試験問題等作成業務委託料の支出について
396,060

健康局 経理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 財務関係事務用　地方財務実務提要追録（４９８～５０１号）購入経費の支出について
8,800

健康局 経理課 平成25年08月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
2,120

健康局 経理課 平成25年08月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２５年７月分）
5,950

健康局 経理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 健康総務事業用後納郵便料金の支出について（7月分）
169,040

健康局 経理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成２５年度　もと西成保健センター機械警備業務委託料の支出について(７月分)
57,330

健康局 健康施策課 平成25年08月01日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞（年間購読）の支出について（４～６月分）
11,775

健康局 健康施策課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 各種事業用　市内出張（近接地　含む）　旅費の支出について（６月分）
26,200

健康局 健康施策課 平成25年08月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種健診事業用　エックス線フィルム自動現像機の修理経費の支出について（住吉区）
90,699

健康局 健康施策課 平成25年08月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種健診事業用　エックス線フィルム自動現像機の修理経費の支出について（大正区）
22,470

健康局 健康施策課 平成25年08月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 地域保健事業用　保健衛生検査所外１ヶ所　白衣等洗濯経費の支出について　（６月分）
5,250

健康局 健康施策課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　被服費 各種保健事業用　診察衣外６点買入の支出について
731,808

健康局 健康施策課 平成25年08月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 熱中症予防啓発うちわの作成経費支出について
976,080

健康局 健康施策課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　特別旅費 地域保健関係職員研修事業用　平成25年度医療政策短期特別研修への職員の派遣及び旅費の支出について
2,080

健康局 健康施策課 平成25年08月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種健診事業用　エックス線フィルム自動現像機の修理経費の支出について（福島区）
16,380

健康局 健康施策課 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 第72回日本公衆衛生学会総会にかかる資料代の支出について
7,500

健康局 健康施策課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　其他委員等旅費 各種事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（７月分）
1,910

健康局 健康施策課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 熱中症予防啓発用　熱中症予防・救急医療情報カードの買入経費支出について
656,250

健康局 健康施策課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　食糧費 地域保健医療計画推進事業用　大阪市西部保健医療協議会開催にかかる経費の支出について（8月26日開催分）
3,675

健康局 健康施策課 平成25年08月29日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 工事請負費　改修工事費 保健衛生施設整備用　沢之町休日急病診療所外壁及び内部改修工事に係る経費の支出について
733,950

健康局 健康施策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　食糧費 地域保健医療計画推進事業用　大阪市北部保健医療協議会開催にかかる経費の支出について（8月30日開催分）
3,465

健康局 健康施策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 各種保健事業用　白衣等洗濯経費の支出について(保健衛生検査所他１ヶ所)(7月分)
6,772

健康局 健康施策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　不動産賃借料 十三休日急病診療所不動産賃借料の支出について（平成25年7月分）
135,000

健康局 健康づくり課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 健康づくり対策事業用　平成２５年度第１回「すこやか大阪２１（第２次）」推進のための職員研修にかかる会場使用料の支出について
40,000

健康局 健康づくり課 平成25年08月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 公衆衛生若手医師・医学生サマーセミナー２０１３への参加にかかる出張命令及び経費の支出について
37,000

健康局 健康づくり課 平成25年08月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 備品購入費　機械器具費 地域保健事業用冷蔵庫買入にかかる経費の支出について
110,880

健康局 健康づくり課 平成25年08月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（６月分）
10,500

健康局 健康づくり課 平成25年08月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（６月分）
101,500

健康局 健康づくり課 平成25年08月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（６月分）
7,600

健康局 健康づくり課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２５年７月分）
416

健康局 健康づくり課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２５年７月分）
36,225

健康局 健康づくり課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２５年６月分）
42,042

健康局 健康づくり課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２５年６月分）
3,695

健康局 健康づくり課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２５年７月分）
2,125

健康局 健康づくり課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２５年７月分）
34,003

健康局 健康づくり課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 乳がん・骨量検査事業関係業務　委託料（長期継続契約）の支出について（７月分）
1,036,350

健康局 健康づくり課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２５年６月分）
15,825

健康局 健康づくり課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２５年７月分）
90,852

健康局 健康づくり課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２５年７月分）
3,381

健康局 健康づくり課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２５年６月分）
121
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健康局 健康づくり課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２５年６月分）
605

健康局 健康づくり課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２５年６月分）
22,569

健康局 健康づくり課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２５年７月分）
1,814

健康局 健康づくり課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２５年７月分）
88,750

健康局 健康づくり課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２５年６月分）
75,652

健康局 健康づくり課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２５年６月分）
9,974

健康局 健康づくり課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 乳がん・骨量検査事業関係業務　委託料（長期継続契約）の支出について（７月分）
4,541,386

健康局 健康づくり課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成25年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)の経費支出について（平成２５年７月分）
33,336

健康局 健康づくり課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入の経費支出について（７月分）
6,705

健康局 健康づくり課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入の経費支出について（７月分）
3,361

健康局 健康づくり課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入の経費支出について（７月分）
7,259

健康局 健康づくり課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 乳がん検診事業用　保育ボランティア利用に係る報償金の支出について（７月５日西成区）
2,140

健康局 健康づくり課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 平成２５年度たばこ対策担当者講習会への出席にかかる出張旅費の支出について
29,540

健康局 健康づくり課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　備品修繕料 胃がん検診用画像観察装置Natural View修繕経費の支出について
34,650

健康局 健康づくり課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 大阪市歯周疾患検診事業用（歯周疾患検診）委託料の支出について（６月分）
79,767

健康局 健康づくり課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２５年度　乳がん検診（マンモグラフィ）フィルム逓送業務委託経費の支出について（７月分）
175,875

健康局 健康づくり課 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成２５年度国立保健医療科学院長期研修にかかる必要図書購入経費の支出について（追給）
18,250

健康局 健康づくり課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 地域健康講座事務用カラーペーパー外３点買入にかかる経費支出について
13,146

健康局 健康づくり課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（６月分）の支出について
19,178,213

健康局 健康づくり課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（６月分）の支出について
10,322,730

健康局 健康づくり課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（６月分）の支出について
17,653,173

健康局 健康づくり課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（６月分）の支出について
10,292,226

健康局 健康づくり課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（６月分）の支出について
249,427

健康局 健康づくり課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（６月分）の支出について
3,663,672

健康局 健康づくり課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（６月分）の支出について
10,868,656

健康局 健康づくり課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（６月分）の支出について
4,959,927

健康局 健康づくり課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（６月分）の支出について
308,554

健康局 健康づくり課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 各種検診事業用委託料（６月分）の支出について
26,450,734

健康局 健康づくり課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導事業用「臨床栄養」外１点買入にかかる経費の支出について（８月分）
2,016

健康局 健康づくり課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 健康づくり課事務用製本テープ外１６点買入にかかる経費の支出について
33,894

健康局 健康づくり課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 乳がん検診事業用　平成２５年７月分雇上医師報償金の支出について
624,855

健康局 健康づくり課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 乳がん検診事業用　平成２５年７月分雇上医師報償金の支出について
394,485

健康局 健康づくり課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 がん検診事業用　平成２５年７月分市内出張交通費の支出について
32,560

健康局 健康づくり課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診事業用　後納郵便料の支出について（７月分）
33,350

健康局 健康づくり課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診事業用　後納郵便料の支出について（７月分）
820

健康局 健康づくり課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用　長白衣等洗濯代の支出について（７月分）
13,797

健康局 健康づくり課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（７月分）
42,000

健康局 健康づくり課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（７月分）
4,500

健康局 健康づくり課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（７月分）
3,600

健康局 健康づくり課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 第７２回日本公衆衛生学会総会参加にかかる抄録集代の支出について
15,500

健康局 生活衛生課 平成25年08月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　アルミホイルの買い入れに係る経費の支出について
15,540

健康局 生活衛生課 平成25年08月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成25年度大阪市食品安全モニター事業用　くらしに役立つ食品表示ハンドブック　買入経費の支出について
9,060

健康局 生活衛生課 平成25年08月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　東部食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（６月分）
118,088

健康局 生活衛生課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用ハチ・アブ用殺虫剤外7点の買入経費の支出について
90,510

健康局 生活衛生課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２５年６月分）
10,553

健康局 生活衛生課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２５年６月分）
19,670

健康局 生活衛生課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　コピー代金の支出について（平成２５年６月分）
10,085

健康局 生活衛生課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　食品関係公正取引法規集追録外１点の買入に係る経費の支出について（５月納品分）
10,941
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健康局 生活衛生課 平成25年08月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２５年５月分南東部生活衛生監視事務所　外３件）
2,791

健康局 生活衛生課 平成25年08月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２５年５月分南東部生活衛生監視事務所　外３件）
11,408

健康局 生活衛生課 平成25年08月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２５年５月分南東部生活衛生監視事務所　外３件）
702

健康局 生活衛生課 平成25年08月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２５年５月分南東部生活衛生監視事務所　外３件）
3,549

健康局 生活衛生課 平成25年08月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 狂犬病予防等事業用「なにわ１００さ３９０８」の法定６ヶ月点検経費の支出について
3,150

健康局 生活衛生課 平成25年08月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 動物愛護管理事業用　電話回線使用料の支出について（動物愛護相談室　平成２５年６月分）
17,056

健康局 生活衛生課 平成25年08月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２５年５月分）
17,290

健康局 生活衛生課 平成25年08月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２５年５月分）
14,040

健康局 生活衛生課 平成25年08月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２５年５月分）
1,422

健康局 生活衛生課 平成25年08月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 と畜検査事業用　平成２５年度全国食肉衛生検査所長会議及び第４９回全国食肉衛生検査所協議会全国大会にかかる経費の支出について
16,290

健康局 生活衛生課 平成25年08月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２５年５月分）
7,160

健康局 生活衛生課 平成25年08月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２５年５月分）
4,810

健康局 生活衛生課 平成25年08月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２５年５月分）
3,080

健康局 生活衛生課 平成25年08月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用　滅菌プラスチックシャーレの買入経費の支出について（５月分）
9,870

健康局 生活衛生課 平成25年08月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用　窒素ガスの買入経費の支出について（５月納入分）
4,200

健康局 生活衛生課 平成25年08月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用　ＥＣ培地外２点の買入経費の支出について（５月納入分）
28,287

健康局 生活衛生課 平成25年08月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用　動物愛護相談室にかかるコピー代金の支出について（平成２５年６月分）
36,335

健康局 生活衛生課 平成25年08月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生担当事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（６月分）
13,415

健康局 生活衛生課 平成25年08月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生担当事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（６月分）
6,631

健康局 生活衛生課 平成25年08月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生担当事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（６月分）
61,788

健康局 生活衛生課 平成25年08月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 乳肉衛生担当事業用　白衣等洗濯請負経費の支出について（６月分）
6,045

健康局 生活衛生課 平成25年08月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　ガス警報器の買入経費の支出について
49,140

健康局 生活衛生課 平成25年08月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 一般事務事業用　「耐火金庫」買入経費の支出について
86,100

健康局 生活衛生課 平成25年08月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 一般事務事業用　「耐火金庫」買入経費の支出について
86,100

健康局 生活衛生課 平成25年08月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 一般事務事業用　「耐火金庫」買入経費の支出について
99,120

健康局 生活衛生課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　エタノール外１５点の買入経費の支出について（５月納入分）
226,989

健康局 生活衛生課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　過酸化水素水外１０点の買入経費の支出について（５月納入分）
5,712

健康局 生活衛生課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　エタノール外２３点の買入経費の支出について（５月納入分）
164,798

健康局 生活衛生課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　過酸化水素水外１０点の買入経費の支出について（５月納入分）
113,463

健康局 生活衛生課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２５年度　業務参考用「設備と管理」外３点買入にかかる経費の支出について（７月分）
1,411

健康局 生活衛生課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　過酸化水素水外１０点の買入経費の支出について（５月納入分）
8,232

健康局 生活衛生課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　エタノール外１５点の買入経費の支出について（５月納入分）
7,768

健康局 生活衛生課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２５年度　業務参考用「設備と管理」外３点買入にかかる経費の支出について（７月分）
3,593

健康局 生活衛生課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　エタノール外１５点の買入経費の支出について（５月納入分）
61,635

健康局 生活衛生課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２５年度　業務参考用「設備と管理」外３点買入にかかる経費の支出について（７月分）
1,343

健康局 生活衛生課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　エタノール外１５点の買入経費の支出について（５月納入分）
38,356

健康局 生活衛生課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　エタノール外２３点の買入経費の支出について（５月納入分）
268,653

健康局 生活衛生課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　エタノール外２３点の買入経費の支出について（５月納入分）
21,388

健康局 生活衛生課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　エタノール外２３点の買入経費の支出について（５月納入分）
9,870

健康局 生活衛生課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分にかかる支出について（平成２５年６月分）
24,466

健康局 生活衛生課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分にかかる支出について（平成２５年６月分）
17,491

健康局 生活衛生課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用　庁内情報ネットにおける通信サービス経費の支出について（６月分）
27,216

健康局 生活衛生課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 そ族昆虫防除事業用　ハチ駆除用薬剤購入経費の支出について
22,491

健康局 生活衛生課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 そ族昆虫防除事業用　クレゾール石けん液購入経費の支出について
417,690

健康局 生活衛生課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用タープの買入経費の支出について
11,760

健康局 生活衛生課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用混合ガス外2点の買入経費の支出について（5月納品分）
34,650

健康局 生活衛生課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用混合ガス外2点の買入経費の支出について（5月納品分）
24,150

健康局 生活衛生課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用混合ガス外2点の買入経費の支出について（5月納品分）
2,100
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健康局 生活衛生課 平成25年08月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２５年６月、東部生活衛生監視事務所外１件分）
3,390

健康局 生活衛生課 平成25年08月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロリド他１点の買入経費の支出について
11,760

健康局 生活衛生課 平成25年08月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２５年６月、東部生活衛生監視事務所外１件分）
2,671

健康局 生活衛生課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２５年６月分）
84,885

健康局 生活衛生課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 生活衛生監視事務所用　複写電送装置の借入経費の支出について（平成２５年７月分）
12,600

健康局 生活衛生課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２５年６月分）
6,004

健康局 生活衛生課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健衛生検査所７月１日、２２日分）の支出について
1,664

健康局 生活衛生課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　獣医衛生・動物管理業務必携追録の買入経費の支出について
13,608

健康局 生活衛生課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用　食品衛生関係法規集追録外１点の買入経費の支出について
49,980

健康局 生活衛生課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２５年６月分）
6,908

健康局 生活衛生課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２５年６月分）
3,940

健康局 生活衛生課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２５年６月分）
3,998

健康局 生活衛生課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 薬務事務事業用　くすりの正しい使い方講座　外１点の印刷経費の支出について
432,600

健康局 生活衛生課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２５年度　乳肉衛生事業用　中央卸売市場食品衛生検査所清掃業務に係る経費の支出について（７月分）
10,062

健康局 生活衛生課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（平成２５年７月分）
11,130

健康局 生活衛生課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（平成２５年７月分）
5,565

健康局 生活衛生課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（平成２５年７月分）
5,565

健康局 生活衛生課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 食品衛生事業用　ファクシミリの借入経費の支出について（平成２５年７月分）
5,712

健康局 生活衛生課 平成25年08月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 毒劇物事務事業用「監視指導業務用鞄」の買入経費の支出について
10,395

健康局 生活衛生課 平成25年08月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２５年度　業務参考用「畜産の研究」購入経費の支出について（８月号）　平成２５年７月購読分
1,823

健康局 生活衛生課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　ふき取り検査用スワブ買入経費の支出について（５月納品分）
312,630

健康局 生活衛生課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用　食肉衛生検査所庁舎清掃業務委託に係る経費の支出について（７月分）
69,562

健康局 生活衛生課 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　食鳥検査にかかる宿泊施設借上にかかる経費の支出について（７月分）
116,495

健康局 生活衛生課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成２５年度食品安全行政講習会の出席及び同経費の支出について
37,520

健康局 生活衛生課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用ＰＢＳタブレット外４１点の買入経費の支出について（６月納品分）
55,366

健康局 生活衛生課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用蒸留水外２１点の買入経費の支出について（６月納品分）
147,630

健康局 生活衛生課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用蒸留水外２１点の買入経費の支出について（６月納品分）
2,541

健康局 生活衛生課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 業務参考用　廃棄物処理・リサイクルの手続きマニュアル外２点買入経費の支出について
15,150

健康局 生活衛生課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用ミューラーヒントン寒天培地外５点の買入経費の支出について（６月納品分）
72,366

健康局 生活衛生課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用滅菌プラスチックシャーレ（浅型）の買入経費の支出について（６月納品分）
24,675

健康局 生活衛生課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用ＰＢＳタブレット外４１点の買入経費の支出について（６月納品分）
49,602

健康局 生活衛生課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用蒸留水外２１点の買入経費の支出について（６月納品分）
137,340

健康局 生活衛生課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用ＰＢＳタブレット外４１点の買入経費の支出について（６月納品分）
191,436

健康局 生活衛生課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用ミューラーヒントン寒天培地外５点の買入経費の支出について（６月納品分）
7,434

健康局 生活衛生課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用ＰＢＳタブレット外４１点の買入経費の支出について（６月納品分）
122,903

健康局 生活衛生課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用蒸留水外２１点の買入経費の支出について（６月納品分）
215,187

健康局 生活衛生課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 小口支払基金（動物管理センター７月分）の支出について
4,949

健康局 生活衛生課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 動物愛護管理事業用「なにわ８８す６１７９」の法定６か月点検にかかる追加整備費の支出について
2,940

健康局 生活衛生課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（食肉衛生検査所７月分）の支出について
6,370

健康局 生活衛生課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 所有者不明ねこ適正管理推進事業　所有者不明ねこ避妊・去勢手術の実施にかかる経費の支出について（平成２５年度第１四半期分　単価契約分）
87,000

健康局 生活衛生課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 そ族昆虫防除事業用　公共発生源への薬剤散布業務委託（概算契約）実施経費の支出について（７月分）
144,785

健康局 生活衛生課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 薬務事務事業用　薬務台帳システム用機器長期借入にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
13,356

健康局 生活衛生課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 特定建築物等規制指導事業用　空気環境測定器の長期借入経費の支出について（７月分）
23,100

健康局 生活衛生課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小規模受水槽衛生対策事業用　小規模受水槽衛生対策業務システム機器の長期借入経費の支出について（７月分）
41,580

健康局 生活衛生課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金（動物管理センター７月分）の支出について
1,400

健康局 生活衛生課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 狂犬病予防事業用　ETC利用高速道路通行料の支出について（６月分）
15,400

健康局 生活衛生課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　分担金 乳肉衛生事業用　中央卸売市場業務管理棟にかかる共益費の支出について（８月分）
599,903

健康局 生活衛生課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（７月分）
49,485
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健康局 生活衛生課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（７月分）
21,819

健康局 生活衛生課 平成25年08月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成２５年度食品衛生検査施設信頼性確保部門責任者等研修会の出席に係る経費の支出について
28,820

健康局 生活衛生課 平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 第５４回近畿食品衛生監視員研修会の出席及び同経費の支出について
38,840

健康局 生活衛生課 平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　食品衛生普及啓発事業にかかるうちわの作成経費の支出について
152,250

健康局 生活衛生課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　標準寒天培地外９点の買入経費支出について（６月納品分）
179,266

健康局 生活衛生課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　東部食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（７月分）
174,373

健康局 生活衛生課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 と畜検査事業用　電話回線使用料の支出について（食肉衛生検査所　平成２５年７月分）
2,504

健康局 生活衛生課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 中央卸売市場食品衛生検査所収去検査にかかる宿泊施設の借上にかかる経費の支出について（７月分）
5,980

健康局 生活衛生課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 毒物劇物事務事業用　はがきサイズ用紙の買入経費の支出について
2,079

健康局 生活衛生課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用プリンタモノクロトナー外1点の買入経費の支出について
32,445

健康局 生活衛生課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用プリンタモノクロトナー外1点の買入経費の支出について
6,762

健康局 生活衛生課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 狂犬病予防事業用　動物管理センターの電気料金の支出について（平成２５年７月分）
250,170

健康局 生活衛生課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 動物管理センターの機械警備業務委託にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
7,455

健康局 生活衛生課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 動物管理センター庁舎清掃業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
53,375

健康局 生活衛生課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２５年度　大阪市動物管理センター一般廃棄物収集・運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成２５年７月分）
35,206

健康局 こころの健康センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業用　ひきこもり対策推進事業関係都道府県、指定都市担当者会議の出席及び同経費の支出について
28,820

健康局 こころの健康センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 精神保健事業用　こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（６月分）
21,553

健康局 こころの健康センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 精神保健事業用　こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（６月分）
192,894

健康局 こころの健康センター 平成25年08月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神保健事業用　精神保健搬送車運行等業務委託経費の支出について（６月分）
283,500

健康局 こころの健康センター 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（７月分）の支出について
160,050

健康局 こころの健康センター 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　平成２５年度ゲートキーパー専門研修にかかる講師謝礼金の支出について
22,300

健康局 こころの健康センター 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（７月分）の支出について
5,880

健康局 こころの健康センター 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　コピー代金及び関連消耗品代の支出について（６月分）
20,378

健康局 こころの健康センター 平成25年08月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成２５年度飲酒と健康を考える会にかかる講師謝礼金の支出について
15,100

健康局 こころの健康センター 平成25年08月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　平成２５年度　第２回こころの健康講座にかかる講師謝礼金の支出について
14,820

健康局 こころの健康センター 平成25年08月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 精神保健事業用　第７回自殺総合対策企画研修の受講にかかる受講料の支出について
15,000

健康局 こころの健康センター 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 総合福祉システム（福祉五法）出力帳票等封入封緘業務（概算契約）委託経費の支出について（７月分）
195,072

健康局 こころの健康センター 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 措置入院事業用（７月審査分・国保）入院費の支出について
980,714

健康局 こころの健康センター 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保（後期高齢）・８月審査分（概算））
1,771,920

健康局 こころの健康センター 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保・８月審査分（概算）
96,145,987

健康局 こころの健康センター 平成25年08月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　特別旅費 精神保健事業用　第７回自殺総合対策企画研修の受講及び同経費の支出について
51,440

健康局 こころの健康センター 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療審査会委員報酬の支出について（合議体・７月１９日開催分）
80,025

健康局 こころの健康センター 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療事業用　措置入院者等実地面接にかかる報酬の支出について（７月１１日実施分）
48,540

健康局 こころの健康センター 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療審査会委員報酬の支出について（合議体・７月１９日開催分）
3,800

健康局 こころの健康センター 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療事業用　措置入院者等実地面接にかかる報酬の支出について（７月１１日実施分）
2,000

健康局 こころの健康センター 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神保健事業用　大阪市都島センタービルの建物・設備の管理及び保守並びに保安・警備に関する業務委託経費の支出について（７月分）
205,068

健康局 こころの健康センター 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（７月審査分・後期高齢）支払事務委託料の支出について
67,797

健康局 こころの健康センター 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（６月審査分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
128,216

健康局 こころの健康センター 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（７月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
3,439,235

健康局 こころの健康センター 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（７月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
2,762

健康局 こころの健康センター 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（６月審査分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
602

健康局 こころの健康センター 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（７月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
1,104

健康局 こころの健康センター 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（７月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
2,528,376

健康局 こころの健康センター 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療（精神通院）（８月審査分・概算・社保）医療費の支出について
549,750,000

健康局 こころの健康センター 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 措置入院事業用（８月審査分・概算・社保）入院費の支出について
9,054,000

健康局 こころの健康センター 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 地域保健事業用　第１３回日本認知療法学会にかかる出張旅費の支出について
54,600

健康局 こころの健康センター 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（７月分）
280

健康局 こころの健康センター 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（７月分）
1,360
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健康局 こころの健康センター 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（７月分）
10,730

健康局 こころの健康センター 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（７月分）
231,296

健康局 こころの健康センター 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（７月分）
5,380

健康局 こころの健康センター 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（７月分）
23,640

健康局 こころの健康センター 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（７月分）
8,190

健康局 こころの健康センター 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（７月審査分・介護）支払事務委託料の支出について
6,935

健康局 こころの健康センター 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 地域保健事業用　第１３回日本認知療法学会にかかる参加費の支出について
15,000

健康局 こころの健康センター 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療（精神通院）（７月審査分・介護）医療費の支出について
206,393

健康局 こころの健康センター 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　ひきこもり相談窓口事業研修会にかかる講師謝礼金の支出について（７月１７日開催分）
10,740

健康局 こころの健康センター 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　ひきこもり相談窓口事業研修会にかかる講師謝礼金の支出について（７月３１日開催分）
10,740

健康局 こころの健康センター 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 ２５年度第１回地域生活移行支援事業検討会議にかかる報償金の支出について（７月５日開催分）
77,020

健康局 こころの健康センター 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神保健事業用　大阪市都島センタービル清掃業務委託経費の支出について（７月分）
40,257

健康局 こころの健康センター 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 精神医療事業用　ＪＣＢカード（ＥＴＣ）利用代金の支出について（７月締分）
2,700

健康局 こころの健康センター 平成25年08月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用　こころの健康センター専用回線電話料金の支出について（７月分）
10,011

健康局 こころの健康センター 平成25年08月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神保健事業用　精神保健搬送車運行等業務委託経費の支出について（７月分）
283,500

健康局 こころの健康センター 平成25年08月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（７月分）
34,605

健康局 こころの健康センター 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　コピー代金及び関連消耗品代の支出について（７月分）
27,477

健康局 こころの健康センター 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 精神保健事業用　こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（７月分）
19,847

健康局 こころの健康センター 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 精神保健事業用　こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（７月分）
266,001

健康局 こころの健康センター 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用　庁内情報ネットワークにかかる回線使用料等の支出について（７月分）
6,804

健康局 こころの健康センター 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（７月分）
340,588

健康局 こころの健康センター 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（７月分）
49

健康局 こころの健康センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　交付金 下水道料金福祉措置業務用　下水道料金福祉措置にかかる交付金の支出について（第１四半期分）
1,323,298

健康局 こころの健康センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　交付金 水道料金福祉措置事業用　水道料金福祉措置にかかる交付金の支出について（第１四半期分）
2,285,212

健康局 こころの健康センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業用　ピアサポーターによる啓発講座にかかる講師謝礼の支出について（７月２５日開催分）
20,640

健康局 こころの健康センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院医療）受給者別一覧表電子媒体提供料の支出について（国保・７月審査分）
3,000

健康局 こころの健康センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 精神保健事業用　こころの健康センター複写電送装置の借入代金の支出について（７月分）
6,300

健康局 こころの健康センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 精神保健事業用　自殺危機初期介入スキルワークショップのリーダー養成研修にかかる参加費の支出について
34,000

健康局 保健所管理課 平成25年08月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 保健所衛生管理用　第一種衛生管理者試験の受験にかかる出張および経費の支出について
5,460

健康局 保健所管理課 平成25年08月01日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　第７０回全国保健所長会指定都市部会保健所長会議の参加及び同経費の支出について
29,140

健康局 保健所管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　６月分）の支出について
13,608

健康局 保健所管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２５年度大阪市食生活習慣改善指導業務（単価契約）委託料の支出について（６月分）
458,126

健康局 保健所管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２５年６月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪医療センター分）
10,468

健康局 保健所管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２５年６月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪府済生会野江病院分）
36,487

健康局 保健所管理課 平成25年08月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 保健所管理運営用　揮発油レギュラー注油券料金の支出について（６月分）
26,504

健康局 保健所管理課 平成25年08月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 施設管理用船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所７月分）
4,862

健康局 保健所管理課 平成25年08月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 施設管理用船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所７月分）
6,261

健康局 保健所管理課 平成25年08月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 施設管理用船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所７月分）
68,618

健康局 保健所管理課 平成25年08月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　分担金 施設管理用船場センタービル管理費の支出について（保健衛生検査所　８月分）
531,832

健康局 保健所管理課 平成25年08月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　分担金 施設管理用船場センタービル修繕積立金の支出について（保健衛生検査所　８月分）
62,081

健康局 保健所管理課 平成25年08月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成25年度国民健康・栄養調査担当者会議及び平成25年度都道府県等栄養施策担当者会議にかかる管外出張旅費の支出について
37,520

健康局 保健所管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 「特定疾患医療受給者証の更新申請の御案内　外11点」の印刷経費の支出について
84,210

健康局 保健所管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 「特定疾患医療受給者証の更新申請の御案内　外11点」の印刷経費の支出について
34,534

健康局 保健所管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 「特定疾患医療受給者証の更新申請の御案内　外11点」の印刷経費の支出について
2,268

健康局 保健所管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 「特定疾患医療受給者証の更新申請の御案内　外11点」の印刷経費の支出について
86,625

健康局 保健所管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　印刷製本費 「特定疾患医療受給者証の更新申請の御案内　外11点」の印刷経費の支出について
133,350

健康局 保健所管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　印刷製本費 「特定疾患医療受給者証の更新申請の御案内　外11点」の印刷経費の支出について
14,438

健康局 保健所管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 平成25年度健康回復キャンプ事業（2回目）実施に伴う管外出張旅費の支出について（8/12～8/14分）
16,250
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健康局 保健所管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２５年６月分アレルギー予防教室血液検査料用委託料の支出について（十三市民病院分）
13,009

健康局 保健所管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２５年５月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪市立大学医学部附属病院分）
78,057

健康局 保健所管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２５年６月分アレルギー予防教室血液検査料用委託料の支出について（大阪市立総合医療センター分）
39,028

健康局 保健所管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２５年６月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪府立急性期・総合医療センター分）
50,547

健康局 保健所管理課 平成25年08月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 平成25年度健康回復キャンプ事業用マンガン乾電池外4点の購入経費の支出について
8,568

健康局 保健所管理課 平成25年08月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 平成25年度健康回復キャンプ事業用グランドマットの購入経費の支出について
83,790

健康局 保健所管理課 平成25年08月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　医薬材料費 平成25年度　ぜん息児水泳教室事業用滅菌済ガーゼ外1点の購入及び支出について
14,070

健康局 保健所管理課 平成25年08月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　健康回復キャンプ前勉強会会場使用料の支出について
69,000

健康局 保健所管理課 平成25年08月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２５年６月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪市立大学医学部附属病院分）
39,028

健康局 保健所管理課 平成25年08月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償費の支出について　（８月支払分）
74,700,344

健康局 保健所管理課 平成25年08月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用障害補償費の支出について　８月分（その１）
666,267,770

健康局 保健所管理課 平成25年08月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用障害補償費の支出について　８月分（その２）
1,144,080

健康局 保健所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（保健所管理課管理グループ）７月１日、７月２２日分
2,865

健康局 保健所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　会費 保健所管理運営用　第７０回全国保健所長会指定都市部会保健所長会議会議事務費の支出について
3,000

健康局 保健所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導用栄養関係法規類集の追録購入経費の支出について
4,900

健康局 保健所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（平成２５年７月審査　国保分）（確定払い）
725,646

健康局 保健所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（平成２５年７月審査　国保分）（確定払い）
3,473,233

健康局 保健所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患対策事業用医療費の支出について（平成25年８月国保連）（概算払い）
9,399,081

健康局 保健所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査会議委員報酬の支出について（７月分）
151,320

健康局 保健所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会委員報酬の支出について（７月分）
548,535

健康局 保健所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会委員報酬の支出について（７月分）
13,760

健康局 保健所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査会議委員報酬の支出について（７月分）
5,360

健康局 保健所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　其他委員等旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　５月分の支出について
3,780

健康局 保健所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　５月分の支出について
3,500

健康局 保健所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　５月分の支出について
7,680

健康局 保健所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 サインペン外２５点買入にかかる経費の支出について（公害健康被害補償事業用）
66,769

健康局 保健所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（大阪市公害健康被害補償事業用７月分）
552

健康局 保健所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年７月分健康診査事業に係るパソコン借入経費の支出について
6,615

健康局 保健所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年７月分健康診査事業に係るプロジェクター借入経費の支出について
4,284

健康局 保健所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成25年7月国保審査分）
200,502

健康局 保健所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成25年7月作成分）
120

健康局 保健所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患用公費負担医療に係る電子レセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成25年7月作成分）
2,278

健康局 保健所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成25年7月審査分　社保基金）
11,109

健康局 保健所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成２５年７月審査　国保分）
3,515

健康局 保健所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患対策事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成25年7月審査分　国保連）
56,246

健康局 保健所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費支払審査委託料の支出について（平成２５年７月審査　国保分）
5,222

健康局 保健所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 こども難病医療費助成事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成25年7月審査分　社保基金）
840

健康局 保健所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成25年7月作成分）
1,406

健康局 保健所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成25年7月審査分　社保基金）
12,334

健康局 保健所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患対策事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成25年7月審査分　社保基金）
101,954

健康局 保健所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 こども難病医療費助成事業用医療費の支出について（平成25年7月審査分　社保基金）確定払い
169,014

健康局 保健所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患対策事業用医療費の支出について（平成25年8月審査分　社保基金）（概算払い）
31,610,000

健康局 保健所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（平成25年8月分　社保基金）（概算払い）
25,109,000

健康局 保健所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 平成25年度　ぜん息児水泳教室事業用カラーペーパー外7点の購入及び支出について
18,402

健康局 保健所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　損害保険料 平成25年度　ぜん息教室（吹き矢体験）事業用保険料の支出について
3,500

健康局 保健所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費の審査支払事務委託料の支出について（平成25年7月国保審査分）
9,408

健康局 保健所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費の審査支払事務委託料の支出について（平成25年7月社保基金審査分）
62,783

健康局 保健所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成25年7月社保基金提供分）
2,262
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健康局 保健所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成25年7月社保基金審査分）
1,782,671

健康局 保健所管理課 平成25年08月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 平成25年度公衆衛生医学調査研究活動用呼気NO測定器付属品（NIOXMINO用100回kitセンサー）外2点購入及び同経費の支出について
322,140

健康局 保健所管理課 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 小児慢性特定疾患用母子保健医療費公費負担システム用機器賃借料の支出について（平成21年度契約済みの長期継続契約分）（平成25年7月分）
23,478

健康局 保健所管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 保健所業務参考用　検査と技術外３点買入経費の支出について（７月分）
9,406

健康局 保健所管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 特定給食施設巡回指導等用市内出張交通費（平成２５年７月分）の支出について
20,536

健康局 保健所管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年６月分健康診査用ＥＴＣ利用料の支出について　外１件
1,200

健康局 保健所管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成25年度小児慢性特定疾患児等療養相談会の実施にかかる講師謝礼金の支出について（８月３日）
10,740

健康局 保健所管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付にかかる確定金額の支出について（2502号）
52,650

健康局 保健所管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年６月分健康診査用ＥＴＣ利用料の支出について　外１件
8,200

健康局 保健所管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健衛生検査所市内出張交通費の支出について（４月分）
35,448

健康局 保健所管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理）市内出張交通費の支出について（４月分）
4,320

健康局 保健所管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　会費 保健所管理運営用　平成２５年度近畿保健所長会会費の支出について
8,000

健康局 保健所管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康づくり地区組織活動研修会用講師報償金の支出について（７月３０日実施分）
20,180

健康局 保健所管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２５年度大阪市食生活習慣改善指導事業用食生活習慣改善指導管理票外３点印刷経費の支出について
61,425

健康局 保健所管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 平成25年度健康回復キャンプ事業実施に伴う管外出張旅費の支出について（8/27～8/29）3回目
16,250

健康局 保健所管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２５年７月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪府済生会中津病院分）
39,028

健康局 保健所管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２５年７月分アレルギー予防教室血液検査料用委託料の支出について（住吉市民病院分）
13,009

健康局 保健所管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２５年７月分アレルギー予防教室血液検査用委託料の支出について（大阪赤十字病院分）
26,019

健康局 保健所管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般業務用　ファクシミリ借入経費の支出について（管理課外４件分　７月分）
6,510

健康局 保健所管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（保健衛生検査所　７月分）の支出について
16,100

健康局 保健所管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（審査給付　７月分）の支出について
35,254

健康局 保健所管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（放射線技術検査所　７月分）の支出について
22,776

健康局 保健所管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 保健所庁舎管理用電気料金（１１０１－２号室　７月分）の支出について
18,900

健康局 保健所管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 保健所庁舎管理用電気料金（１１０１－２号室以外一括分　７月分）の支出について
605,775

健康局 保健所管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般業務用　ファクシミリ借入経費の支出について（管理課外４件分　７月分）
26,040

健康局 保健所管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の着払後納郵便料金の支出について（７月分）
4,900

健康局 保健所管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（７月分）
218,360

健康局 保健所管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（７月分）
5,280

健康局 保健所管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　手数料 公害健康被害補償事業用療養費、療養手当、障害補償費及び手数料の支出について（８月支払分）
7,500

健康局 保健所管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養費、療養手当、障害補償費及び手数料の支出について（８月支払分）
70,670

健康局 保健所管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について　（８月分）
24,800

健康局 保健所管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用葬祭料の支出について　（８月分）
1,799,000

健康局 保健所管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について　（８月分）
838,620

健康局 保健所管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償一時金の支出について　（８月分）
9,892,800

健康局 保健所管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用療養費、療養手当、障害補償費及び手数料の支出について（８月支払分）
136,560

健康局 保健所管理課 平成25年08月29日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用　保健所管理費及び修繕積立金の支出について（９月分）
1,485,364

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（７月分）の支出について
156,857

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　備品修繕料 庁内情報パソコンの修繕にかかる経費の支出について
58,800

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康講座保健栄養コース用講師報償金(7月分)の支出について
13,820

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２５年度７月分）
2,350

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２５年度７月分）
80

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２５年度７月分）
1,260

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成２５年７月分アトピー相談医師報償金の支出について
48,540

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 地域保健職員研修用　第７２回日本公衆衛生学会総会参加にかかる資料代の支出について
32,000

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２５年度７月分）
600

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２５年度７月分）
140

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２５年度７月分）
6,560

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２５年度７月分）
74,945
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健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２５年度７月分）
3,200

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２５年度７月分）
2,800

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２５年度７月分）
313,437

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２５年度７月分）
640

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２５年度７月分）
200

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾患用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写磁気媒体の作成業務委託料の支出について（平成25年8月作成分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写磁気媒体の作成業務委託料の支出について（平成25年8月作成分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業の同経費の支出について（2504号）
14,400

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　其他委員等旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　６月分の支出について
3,220

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 平成２５年４月分健康診査事業用市内出張交通費の支出について（追加分）
640

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　６月分の支出について
7,220

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　６月分の支出について
580

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２５年度７月分）
400

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２５年度７月分）
160

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２５年度７月分）
140

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２５年度７月分）
3,160

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 公害健康被害補償事業用公害文書料・医学的検査料の支出について（６・７月分）その１
11,340,175

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 公害健康被害補償事業用公害文書料・医学的検査料の支出について（６・７月分）その１
319,200

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成25年度公害健康被害の補償等に関する法律事務にかかる電子計算処理業務委託料の支出について（６月・７月分）
7,080,150

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 公害健康被害補償事業用公害文書料・医学的検査料の支出について（６・７月分）その２
106,951

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（８月支払決定分）
284,830,016

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成25年8月分）
52,250

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養手当の支出について　８月支払分（その２）
24,936,700

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養手当の支出について　８月支払分（その１）
64,177,300

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２５年度９月分　庁舎管理用　不動産賃借料（１１０１－２号室を除く）の支出について
4,430,429

健康局 保健所管理課 平成25年08月30日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２５年度９月分　庁舎管理用　１１０１－２号室にかかる不動産賃借料の支出について
312,430

健康局 保健医療対策課 平成25年08月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療指導事業用平成２５年６月分市内出張交通費の支出について
41,462

健康局 保健医療対策課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療法人設立認可等事業：平成２５年６月分市内出張旅費の支出について
1,674

健康局 保健医療対策課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（7月分）
1,760

健康局 保健医療対策課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用サーバー機器等長期借入所要経費の支出について(7月分)
550,958

健康局 保健医療対策課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用端末機器等長期借入所要経費の支出について(7月分)
346,915

健康局 保健医療対策課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用端末機器等長期借入所要経費の支出について(7月分)
61,220

健康局 保健医療対策課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用サーバー機器等長期借入所要経費の支出について(7月分)
97,228

健康局 保健医療対策課 平成25年08月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年全国家庭動向調査用　非常勤嘱託職員にかかる報酬の支出について
244,800

健康局 保健医療対策課 平成25年08月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２５年全国家庭動向調査用　非常勤嘱託職員に係る交通費の支出について
18,400

健康局 保健医療対策課 平成25年08月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健衛生情報調査研究事業用平成25年7月分市内出張交通費の支出について
1,960

健康局 保健医療対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成25年度保健衛生統計講習会の実施並びに講師の雇上げにかかる経費の支出について
43,400

健康局 保健医療対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療法人設立認可等事業：平成２５年７月分市内出張旅費の支出について
1,928

健康局 保健医療対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 「厚生の指標」外1点　買入経費の支出について（年間購読：８月分）
21,475

健康局 保健医療対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 医療法人設立認可事業：マグネット式カットシート（定規付）外６点の購入経費の支出について
21,123

健康局 保健医療対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 医療指導事業用検査試薬（デイドサイトロールレベル２ 外３点）の購入経費の支出について
46,042

健康局 保健医療対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等事業用料金後納郵便の支出について（７月分）
1,750

健康局 保健医療対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等事業用料金後納郵便の支出について（７月分）
3,300

健康局 保健医療対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 厚生統計調査用料金後納郵便料金の支出について（平成25年7月分）
6,190

健康局 保健医療対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 厚生統計調査用料金後納郵便料金の支出について（平成25年7月分）
12,565

健康局 感染症対策課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（６月分）
2,560

健康局 感染症対策課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（６月分）
52,100

健康局 感染症対策課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支出について（６月分）
14,126
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健康局 感染症対策課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核予防事業用　喀痰等検体搬送業務委託料の支出について（6月分）
2,730

健康局 感染症対策課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症発生動向調査事業にかかる定点医療機関検体搬送業務委託料の支出について（6月分）
134,726

健康局 感染症対策課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 火・木・土・日曜日HIV等検査業務委託料の支出について（６月分）（感染症対策用）
1,360,117

健康局 感染症対策課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 火・木・土・日曜日HIV等検査業務委託料の支出について（６月分）（感染症対策用）
123,192

健康局 感染症対策課 平成25年08月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症患者発生情報収集業務委託料の支出について（第1四半期分）（感染症発生動向調査用）
1,894,500

健康局 感染症対策課 平成25年08月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　消耗品費 予防接種のお知らせ（ＤＴ）外５点印刷経費の支出について
330,750

健康局 感染症対策課 平成25年08月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　印刷製本費 予防接種のお知らせ（ＤＴ）外５点印刷経費の支出について
461,601

健康局 感染症対策課 平成25年08月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　手数料 結核予防事業用自動車定期整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
1,100

健康局 感染症対策課 平成25年08月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　損害保険料 結核予防事業用自動車定期整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
27,840

健康局 感染症対策課 平成25年08月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 弘済院もと救護第２ホーム（感染症対策用備蓄倉庫）一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について
74,760

健康局 感染症対策課 平成25年08月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 公課費　公課費 結核予防事業用自動車定期整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
32,800

健康局 感染症対策課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診事業用「クォンティーフェロンＴＢゴールド専用採血管」購入経費の支出について
268,800

健康局 感染症対策課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症発生動向調査委員会会場借上経費の支出について（平成25年7月10日開催）
4,200

健康局 感染症対策課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　分担金 エイズ予防週間実行委員会における費用負担に関する協定書に基づく分担金の支出について
353,000

健康局 感染症対策課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務及び処分業務委託（収集・運搬）にかかる経費の支出について（６月分）
7,717

健康局 感染症対策課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務及び処分業務委託（収集・運搬）にかかる経費の支出について（４月分）
2,100

健康局 感染症対策課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務及び処分業務委託（収集・運搬）にかかる経費の支出について（５月分）
11,025

健康局 感染症対策課 平成25年08月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務及び処分業務委託（処分）にかかる経費の支出について（６月分）
13,650

健康局 感染症対策課 平成25年08月12日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務及び処分業務委託（処分）にかかる経費の支出について（５月分）
16,537

健康局 感染症対策課 平成25年08月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 平成25年度感染症発生動向調査委員会にかかる委員報酬等の支出について（7月10日開催）
160,050

健康局 感染症対策課 平成25年08月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 平成25年度感染症発生動向調査委員会にかかる委員報酬等の支出について（7月10日開催）
7,760

健康局 感染症対策課 平成25年08月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症発生動向調査用ファクシミリ長期借入代金の支出について（長期契約）（25年7月分）
7,875

健康局 感染症対策課 平成25年08月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種委託料審査及びパンチデータ作成業務委託料（5月入力分）の支出について
1,129,815

健康局 感染症対策課 平成25年08月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料（５月戻入分）の支出について
864,436

健康局 感染症対策課 平成25年08月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「ディスポーザブル注射器」外１点の購入にかかる経費の支出について
8,400

健康局 感染症対策課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 大阪市結核解析評価検討会にかかる委員報償金の支出について（平成２５年７月分）
35,700

健康局 感染症対策課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（保健所感染症対策課結核グループ）７/１７日分
8,000

健康局 感染症対策課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用サーバ機器賃借料の支出について（平成２５年７月分）
14,679

健康局 感染症対策課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用端末機器賃借料の支出について（平成２５年７月分）
5,670

健康局 感染症対策課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（８月概算分）国保一般
3,745,611

健康局 感染症対策課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（８月概算分）後期高齢
194,859

健康局 感染症対策課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（８月概算分）後期高齢
1,543,621

健康局 感染症対策課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（８月概算分）国保一般
552,220

健康局 感染症対策課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（大阪市保健所感染症対策課）７／１１分
840

健康局 感染症対策課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（７月分）後期高齢
3,414

健康局 感染症対策課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（７月分）国保一般
28,525

健康局 感染症対策課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（７月分）
9,315

健康局 感染症対策課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（７月分）
41,273

健康局 感染症対策課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（７月分）国保一般
4,419

健康局 感染症対策課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（７月分）後期高齢
23,403

健康局 感染症対策課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症診査協議会用放射線画像管理システム機器賃借料の支出について（７月分）
24,360

健康局 感染症対策課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（８月概算分）
36,623,573

健康局 感染症対策課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（８月概算分）
6,314,427

健康局 感染症対策課 平成25年08月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 肝炎ｳｲﾙｽ検査事業用　オーソＨＣＶ Ａｂ ＰＡテストⅡ代金の支出について(7月19日発注分)
151,200

健康局 感染症対策課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 結核定期健康診断事業　リスクグループ健診雇上げ医師報償金の支出について（７月分）
72,810

健康局 感染症対策課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２５年度コホート検討会参画医師への報償金の支出について（２回目）
11,360

健康局 感染症対策課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２５年度コホート検討会参画医師への報償金の支出について（１回目）
8,520

健康局 感染症対策課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「喀痰溶解剤」の購入にかかる経費の支出について
10,437
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健康局 感染症対策課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「スタンダードチップー２００μl　外１点」の購入にかかる経費の支出について
10,920

健康局 感染症対策課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 接触者健診用　結核菌インターフェロンγ測定（ＱＦＴ）機器借入経費の支出について（７月分）
16,800

健康局 感染症対策課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務及び処分業務委託（処分）にかかる経費の支出について（７月分）
25,357

健康局 感染症対策課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種台帳管理システム保守業務の業務委託経費の支出について（７月分）
127,050

健康局 感染症対策課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料（６月分）の支出について（医療機関支払分）
342,897,897

健康局 感染症対策課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務及び処分業務委託（収集・運搬）にかかる経費の支出について（７月分）
23,152

健康局 感染症対策課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 使用料及賃借料　使用料 予防接種台帳管理システム用機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２５年７月分）
54,810

健康局 感染症対策課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 風しんワクチン接種費用助成事業用　風しんワクチン接種費用（償還払い分）の支出について（７月１日～７月１２日受付分）
12,316,336

健康局 感染症対策課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（７月分）
288,090

健康局 感染症対策課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（７月分）
7,940

健康局 感染症対策課 平成25年08月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 ＨIＶ検査用試薬　セロディアＨIＶ－１／２の購入経費の支出について
121,800

健康局 感染症対策課 平成25年08月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料（６月分）の支出について（病院局分）
2,374,286

健康局 感染症対策課 平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 性感染症検査用試薬　ヒタザイムクラミジアの購入経費の支出について（７月２４日発注分）
897,750

健康局 感染症対策課 平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　医薬材料費 結核予防事業用予防接種用ＢＣＧワクチン買入にかかる経費の支出について（７月分）
4,926,600

健康局 感染症対策課 平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種委託料審査及びパンチデータ作成業務委託料（6月入力分）の支出について
1,184,510

健康局 感染症対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（５月分）
9,260

健康局 感染症対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（５月分）
11,540

健康局 感染症対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（５月分）
32,560

健康局 感染症対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（５月分）
18,090

健康局 感染症対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 結核対策事業用書籍「結核？！でも心配しないで」購入経費の支出について
252,031

健康局 感染症対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支出について（７月分）
28,965

健康局 感染症対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 HIV検査場用　建物賃貸借契約に係る光熱水費の支出について（７月分）
11,069

健康局 感染症対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 HIV検査場用　建物賃貸借契約に係る光熱水費の支出について（７月分）
17,637

健康局 感染症対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 HIV検査場用　建物賃貸借契約に係る光熱水費の支出について（７月分）
1,318

健康局 感染症対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（７月分）阿倍野支店分
9,960

健康局 感染症対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（７月分）阿倍野支店分
390

健康局 感染症対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（７月分）阿倍野支店分
90

健康局 感染症対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（７月分）阿倍野支店分
15,330

健康局 感染症対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（７月分）阿倍野支店分
3,930

健康局 感染症対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（７月分）阿倍野支店分
570

健康局 感染症対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（７月分）阿倍野支店分
610

健康局 感染症対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（７月分）旭町郵便局分
900

健康局 感染症対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策用　火・木・土・日曜日HIV等検査業務委託料の支出について（7月分）
116,375

健康局 感染症対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核検診車（ひまわり25号）搭載エックス線デジタル装置保守点検業務委託料の支出について（平成25年4月～6月分）
194,250

健康局 感染症対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策用　火・木・土・日曜日HIV等検査業務委託料の支出について（7月分）
1,250,057

健康局 感染症対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核検診車（ひまわり26号）搭載エックス線デジタル装置保守点検業務委託料の支出について（平成25年4月～6月分）
194,250

健康局 感染症対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症事業用ＥＴＣ高速道路使用料の支出について（6月分）
1,200

健康局 感染症対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 管外出張用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（6月分）
3,300

健康局 感染症対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 管外出張用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（6月分）
4,100

健康局 感染症対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（７月分）阿倍野支店分
201,636

健康局 感染症対策課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 風しんワクチン接種費用助成事業に係る風しんワクチン接種費用（８月２日～８月１０日請求分）の支出について（医療機関支払分）
46,536

健康局 環境衛生監視課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 専門監視事業にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
13,040

健康局 環境衛生監視課 平成25年08月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用有害家庭用品試買検体購入経費の支出について（８月７日分）
40,000

健康局 環境衛生監視課 平成25年08月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 専門監視事業用白衣等洗濯にかかる経費の支出について（６月分）
4,672

健康局 環境衛生監視課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 専門監視事業用揮発油にかかる支出について（６月分）
54,904

健康局 環境衛生監視課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用「ボールペン外２７点」買入経費の支出について
49,066

健康局 環境衛生監視課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（保健所環境衛生監視課７月９日分）の支出について
10,000

健康局 環境衛生監視課 平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 第５４回近畿食品衛生監視員研修会への参加及び同経費の支出について
8,120
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健康局 環境衛生監視課 平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用有害家庭用品試買検体購入経費の支出について（８月２９日分）
25,000

健康局 環境衛生監視課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 専門監視事業にかかる市内出張交通費の支出について（７月分）
14,920

健康局 環境衛生監視課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 専門監視事務用料金後納郵便料金の支出について（７月分）
38,290

健康局 環境衛生監視課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 専門監視事業用白衣等洗濯にかかる経費の支出について（７月分）
5,407

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 北部生活衛生監視事務所事業用市内出張旅費の支出について（６月分）
47,590

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）７月分の支出について
3,930

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）７月分の支出について
400

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）７月分の支出について
1,340

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 第５４回近畿食品衛生監視員研修会への参加及び同経費の支出について
17,360

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成25年08月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２５年度６月分（西部生活衛生監視事務所）コピー代金の支出について
17,466

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（西部生活衛生監視事務所）の支出について（5月分）
15,130

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 平成25年度6月分（西部生活衛生監視事務所）白衣洗濯代の支出について
997

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成25年08月12日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 平成25年度6月分（西部生活衛生監視事務所）揮発油代金の支出について
22,107

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（西部生活衛生監視事務所）の支出について（６月分）
7,530

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所)７月分の支出について
525

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所)７月分の支出について
2,100

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所)７月分の支出について
400

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 第54回近畿食品衛生監視員研修会参加及び同経費の支出について(西部生活衛生監視事務所)
9,600

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成25年08月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用レターファイル外１０点の買入経費の支出について
42,105

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 東部生活衛生監視事務所市内出張交通費の支出について（６月分）
87,830

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成25年08月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 東部生活衛生監視事務所食品衛生事業用郵便はがきの買入経費の支出について
147,500

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 東部生活衛生監視事務所業務用公用車「なにわ41 す 7141」の修理の実施並びに同経費の支出について
40,792

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（７月分）
4,050

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（７月分）
1,080

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（７月分）
1,590

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 第５４回近畿食品衛生監視員研修会への職員の参加にかかる経費の支出について
18,840

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（７月分）
22,788

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 東部生活衛生監視事務所事業用揮発油スタンド給油分にかかる経費の支出について（７月分）
19,458

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 東部生活衛生監視事務所管理運営用公用車（なにわ３００　は　７６３１）の車検にかかる追加経費の支出について
52,657

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 東部生活衛生監視事務所管理運営用公用車（なにわ300は7631）の車検の実施及び同経費の支出について
21,000

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 東部生活衛生監視事務所事業用白衣等の洗濯代の支出について（７月分）
6,982

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成25年08月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 南東部生活衛生監視事務所にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
24,080

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成25年08月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 南東部生活衛生監視事務所運営用公用車のガソリン給油代金の支出について（６月分）
10,297

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 南東部生活衛生監視事務所にかかるはがきの購入経費の支出について（８月～１０月分）
35,000

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（南東部生活衛生監視事務所）７月分
400

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（南東部生活衛生監視事務所）７月分
180

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（南東部生活衛生監視事務所）７月分
930

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（南東部生活衛生監視事務所）７月分
420

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（南東部生活衛生監視事務所）７月分
950

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 南東部生活衛生監視事務所にかかる管外出張の経費の支出について
2,100

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 南東部生活衛生監視事務所の白衣洗濯にかかる経費の支出について（７月分）
1,627

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 第５４回近畿食品衛生監視員研修会への参加及び同経費の支出について
6,300

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 南東部生活衛生監視事務所運営用公用車のガソリン給油代金の支出について（７月分）
9,371

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 南西部生活衛生監視事業用石油製品買入経費の支出について(6月分）
15,224

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成25年08月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　備品修繕料 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金7月分の支出について
4,800

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成25年08月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金7月分の支出について
160

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成25年08月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金7月分の支出について
500

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成25年08月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金7月分の支出について
420
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健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成25年08月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金7月分の支出について
740

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 第５４回近畿食品衛生監視員研修会参加にかかる出張旅費の支出について
6,180

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（7月分）
14,861

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 南西部生活衛生監視事業用石油製品買入経費の支出について(7月分）
17,782

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 生活衛生監視事業用白衣等洗濯請負にかかる経費の支出について（7月分）
1,890

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 生活衛生監視事務所事業用市内出張交通費7月分の支出について
3,480

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 南西部生活衛生監視事業用「なにわ500め8964」の修理及び同所要経費の支出について
62,963

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（7月分）
4,639

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（7月分）
2,165

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月01日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　パーキンエルマー社製　ＦＩＭＳ４００用送液ポンプチューブ　Ｂ０１９－３１６１　２式の購入及び経費の支出について
21,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月01日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 庁舎管理用等埋込スイッチＣ（３路）　他１品の購入及び経費の支出について
3,528

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　０．０２５ＭＯＬ／Ｌ－チオ硫酸ナトリウム溶液（Ｎ／４０）５００ｍｌ　他４品の購入及び経費の支出について
324,110

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　モリナガセイヤク　Ｍｏｒｉｎａｇａ　ＦＡＳＰＥＫ　Ｗｈｅａｔ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　ＥＬＩＳＡ　ｋｉｔ　１ｋｉｔ　他６品の購入及び経費の支出について
312,994

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　日水　ＦＡＳＴＫＩＴエライザＶｅｒ．Ⅱ－小麦　９６回用の購入及び経費の支出について
246,960

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＲＮａｓｅ　Ａ　１７５００Ｕ　他１１品の購入及び経費の支出について
398,118

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　グリセリン１００ｍｌ　他２２品の購入及び経費の支出について
399,735

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　フタルアルデヒド　１ｇ　他１３品の購入及び経費の支出について
392,490

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 負担金、補助及交付金　会費 研究検査用　平成２５年度指定都市衛生研究所長会議負担金の支出について
4,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月05日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 研究検査用　平成25年度指定都市衛生研究所長会議出席について
44,180

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月05日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 栄養専門学校費 役務費　通信運搬費 栄養専門学校業務用　インターネットプロバイダー料の支出について（６月分）
5,005

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　日水　ＦＡＳＴＫＩＴエライザＶｅｒ．Ⅱ－牛乳　９６回用の購入及び経費の支出について
246,960

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　備品修繕料 石英二段蒸留式蒸留水製造装置１台修繕業務の実施及び経費の支出について
43,470

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 後払宅配郵便料（７月分）の支出について
850

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 環境科学研究所検査業務用　ＥＴＣ高速道路使用料（６月分）の支出について
3,400

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月08日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　昆虫用飼料Ⅰ　２０ｋｇ　１個の購入及び経費の支出について
6,867

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月09日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 研究検査用　日本ヒートアイランド学会第８回全国大会出席に係る旅費の支出について
29,140

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月13日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰り戻し（７月繰り戻し手続き分）の支出について
6,476

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月13日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　燃料費 小口支払基金繰り戻し（７月繰り戻し手続き分）の支出について
15,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月13日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰り戻し（７月繰り戻し手続き分）の支出について
540

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月13日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 栄養専門学校費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰り戻し（７月繰り戻し手続き分）の支出について
3,360

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 研究検査用　地方衛生研究所全国協議会近畿支部第２回総会出席に係る旅費の支出について
2,020

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所常駐警備業務委託　長期継続の実施及び同経費の支出について（７月分）
547,750

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所庁舎清掃業務委託　長期継続の実施及び同経費の支出について（７月分）
381,984

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用キャニスター/加熱脱着ガスクロマトグラフ質量分析装置一式長期借入（７月分）
504,525

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　低分解能ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置　一式　長期借入にかかる経費支出について（７月分）
292,320

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型質量分析装置長期借入にかかる経費支出について（７月分）
363,615

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　高分解能ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置　一式　長期借入経費の支出について（7月分）
1,171,800

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 負担金、補助及交付金　会費 研究検査用　平成25年度地方衛生研究所全国協議会近畿支部の加入会費支出について
14,250

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 負担金、補助及交付金　会費 研究検査用　平成25年度地方衛生研究所全国協議会の加入会費支出について
38,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 栄養専門学校費 報酬　其他委員等報酬 栄養専門学校業務用　平成25年度非常勤講師報酬等支給に係る経費支出について（７月分）
302,100

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 栄養専門学校費 旅費　費用弁償 栄養専門学校業務用　平成25年度非常勤講師報酬等支給に係る経費支出について（７月分）
13,140

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 栄養専門学校費 旅費　普通旅費 栄養専門学校業務用　平成25年度非常勤講師報酬等支給に係る経費支出について（７月分）
240

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 栄養専門学校費 委託料　委託料 環境科学研究所庁舎清掃業務委託　長期継続の実施及び同経費の支出について（７月分）
37,779

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 栄養専門学校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立環境科学研究所附設栄養専門学校授業利用ﾊﾟｿｺﾝ一式　長期借入経費の支出について（７月分）
109,200

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月19日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 研究検査用　長白衣等洗濯業務にかかる経費の支出について（単価契約７月分）
5,370

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　液体窒素　５０Ｌ　他１１点の購入及び経費の支出について（単価契約７月分）
128,730

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　サーモフィッシャーサイエンティフイック　ＩＣＰ質量分析装置　Ｘ２用　検出器　１ヶ　他４品の購入及び経費の支出について
382,368

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　林純薬　９９０５６０８２　ＰＬ２００５農薬ＧＣ／ＭＳ　ＭｉｘⅤ　１．５ｍｌ×１　他８品の購入及び経費の支出について
289,695
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健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　３４１７０イミダクロプリドーｄ４　１本　他２品の購入及び経費の支出について
97,461

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　サーモフィッシャーサイエンティフィック　ＰＦＡ－ＳＴ　ＭｉｃｒｏＦｌｏｗ　Ｎｅｂｕｌｉｚｅｒ　２ヶ　他５品の購入及び経費の支出について
312,112

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　キシダ化学　特級酢酸ナトリウム［無水］５００ｇ　１本　他１２品の購入及び経費の支出について
300,520

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　Ｏ－ｒｉｎｇ　Ｖｉｔｏｎ　１０Ｉ／Ｄ×１．５Ｃ／Ｓ　１５ヶ　他４品の購入及び経費の支出について
351,204

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＭＥＲＣＫ　ＺＩＣＲ－ｐＨＩＬＩＣ　１００×２．１ｍｍ　他１品の購入及び経費の支出について
129,087

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　蒸留水ＨＰＬＣ用　他４品の購入及び経費の支出について（単価契約７月分）
115,857

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ロタクロン　他１１品の購入及び経費の支出について
399,525

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　アドバンテック　ＤＩＳＭＩＣ　１３ＨＰ０４５ＡＮ　１００個　９ヶ　他１１品の購入及び経費の支出について
335,763

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＧＬ４５廃液ボトル用キャップ　２点　他４品の購入及び経費の支出について
374,388

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　分液ロートホルダー（標準）・分液ロートホルダー（大型）の購入及び経費の支出について
139,734

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　α－ヘキサブロモシクロドデカン、非標識　１．２ｍｌの購入及び経費の支出について
56,700

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　１２１１３０５２　Ｂｏｎｄ　ＥＬＵＴ　ＬＲＣ－Ｃｅｒｔｉｆｙの購入及び経費の支出について
16,180

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　チウラム－Ｄ１２標準液の購入及び経費の支出について
67,200

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　チオジカルブ標準品　他１品の購入及び経費の支出について
25,168

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　滅菌オートシャーレの購入及び経費の支出について
51,450

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　トルエン５０００　１Ｌ　他２品の購入及び経費の支出について（単価契約７月分）
68,607

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月22日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所産業廃棄物処理業務委託にかかる経費の支出について（単価契約７月分）
73,080

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　０３．６４７．０２３８　ＺＭ－２００　スクリーン　１５０ｍｍ　２ヶ　他１品の購入及び経費の支出について
126,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　個別包装ストリペット　他８品の購入及び経費の支出について
151,830

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　埋込スイッチＢ（片切）　その他１品の購入及び経費の支出について
4,357

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ポアカジトン培地　他１２品の購入及び経費の支出について
186,217

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＢｉｇＤｙｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｔｏｒ　ｖ３．１の購入及び経費の支出について
384,993

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ナルゲンメスフラスコ　５００ｍｌ　他１０品の購入及び経費の支出について
373,065

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　アズワン５－１１２－０２　バイアル瓶用ゴム栓　凍結乾燥用　×４００　他１３品の購入及び経費の支出について
398,615

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ウォーターズ　Ｏａｓｉｓ　ＷＡＸ　３０μｍ　６ｃｃ　Ｃａｒtriｄｇｅ　１５０ｍｇ　３０　１０ヶの購入及び経費の支出について
267,750

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ダイオキシン類標準液　ＤＦＪ-ＣＳ４－Ａの購入及び経費の支出について
277,200

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　パスツールピペット９インチ　他４品の購入及び経費の支出について
359,709

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＬＣカラム（ＥＣＬＩＰＳＥ　ＸＤＢ－Ｃ１８）　他３品の購入及び経費の支出について
358,522

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　Ｇ７００５－６００６１　高温フィラメント　他１１品の購入及び経費の支出について
309,697

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　１２２５６０２３　Ｂｏｎｄ　ＥＬＵＴ　１８Ｃ　５ｇ　２０ｍＬ　他１品の購入及び経費の支出について
143,514

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 研究検査用　平成25年度環境測定分析統一管理東海・近畿・北陸支部ブロック会議の出席について
15,960

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　有害金属測定用硝酸の購入及び経費の支出について（単価契約７月分）
10,920

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月26日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　支持膜付グリッド（カーボン補強済みフォルムバール膜）Ｃｕ４００　２５枚／袋の購入及び経費の支出について
42,714

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　炭酸ガス　サイフォン付　４０Ｌ　他４品の購入及び経費の支出について（単価契約７月分）
223,125

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　パスツールピペット９”ＩＫ－ＰＡＳ－９Ｐ　他１品の購入及び経費の支出について
5,743

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　３０５０－０８９１　ワッシャーの購入及び経費の支出について
1,890

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　０５３５－００７１　ナットの購入及び経費の支出について
1,050

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ペプチラブ１．２の購入及び経費の支出について
34,440

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　マサル工業　メタルモール　Ａ型　Ｓ１２０２　他７品の購入及び経費の支出について
31,290

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 庁舎管理用等　エルボ　ＥＡ４７１ＥＫ－１３　ＥＳＣＯ　他２１件の購入及び経費の支出について
213,990

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　イミダゾール　５００ｇ　他１７品の購入及び経費の支出について
399,105

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ピペットマンＦ１００　１００ｍｌ　他３品の購入及び経費の支出について
141,960

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　フルトラニル標準品　１００ｍｇ　他１７品の購入及び経費の支出について
252,924

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　濾紙Ｎｏ２　７０ｍｍ　１００枚入　他１品の購入及び経費の支出について
148,785

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　テルブホス　他１３品の購入及び経費の支出について
238,969

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＳＰ　トリス酢酸－ＥＤＴＡ緩衝原液（５０Ｘ）（核酸電気泳動用－１０４）１Ｌ　他１２品の購入及び経費の支出について
370,912

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　Ａｓａｈｉｐａｋ　ＧＦ－７１０ＨＱ　液体クロマトグラフ用カラム　７．５×３００ｍｍの購入及び経費の支出について
187,110

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　Ｉｎｅｒｔｓｉｌ　ＯＤＳ－３（ＬＣ用カラム）　他８品の購入及び経費の支出について
324,807
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健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 研究検査用　第34回日本食品微生物学会学術総会出席に係る参加会費の支出について
80

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 負担金、補助及交付金　会費 研究検査用　第34回日本食品微生物学会学術総会出席に係る参加会費の支出について
6,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費の支出について（７月分）
34,494

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　コピー代金の支出について（７月分）
21,731

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　庁内情報利用パソコン長期借入（その１）経費の支出について（7月分）
49,971

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　庁内情報ネットワーク回線使用料の支出について（７月分）
13,608

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　庁内情報用プリンタ長期借入経費の支出について（7月分）
11,839

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　庁内情報利用パソコン長期借入（その２）経費支出について（7月分）
56,750

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 栄養専門学校費 旅費　費用弁償 管理用　市内出張交通費の支出について（７月分）
3,220

健康局 環境科学研究所管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 栄養専門学校費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費の支出について（７月分）
570

人事室 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　トナー外1点の買入にかかる経費の支出について
69,667

人事室 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（職員カウンセリングルーム、職員人材開発センター　７月分）
13,608

人事室 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（７月分）
48,450

人事室 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（７月分）
82,307

人事室 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
80

人事室 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　印刷製本費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
8,920

人事室 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　手数料 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
300

人事室 人事課 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　会費 人事事務用　平成25年度大都市職員定数事務担当者会議にかかる参加費の支出について
4,000

人事室 人事課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 人事事務用　平成25年度大都市職員定数事務担当者会議にかかる管外出張経費の支出について
72,720

人事室 人事課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　人事監察委員会委員にかかる報酬等の支出について（職員分限懲戒部会・退職管理部会・平成25年7月開催分）
380,240

人事室 人事課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 人事事務用　人事監察委員会委員にかかる報酬等の支出について（職員分限懲戒部会・退職管理部会・平成25年7月開催分）
3,580

人事室 人事課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（７月分）
5,722

人事室 人事課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員衛生管理用　参考書籍購入にかかる経費の支出について
7,140

人事室 人事課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　筆耕翻訳料 人事事務用　平成25年7月10日実施意見交換会に係る手話通訳代の支出について
9,800

人事室 人事課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員放射線被曝線量測定業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成25年6月分）
65,488

人事室 人事課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 備品購入費　図書購入費 職員衛生管理用　参考書籍購入にかかる経費の支出について
34,440

人事室 人事課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　人事監察委員会委員にかかる報酬等の支出について（教職員分限懲戒部会・平成25年7月開催分）
142,590

人事室 人事課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 人事事務用　人事監察委員会委員にかかる報酬等の支出について（教職員分限懲戒部会・平成25年7月開催分）
1,180

人事室 人事課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 厚生一般事務用　市内等出張交通費の支出について（７月分）
8,608

人事室 人事課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　手数料 職員衛生管理用　第１種衛生管理者免許試験受験手数料の支出について（１０月受験分）
238,450

人事室 人事課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員相談室　清掃業務委託にかかる経費の支出について（7月分）
14,700

人事室 人事課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 人事事務用　再就職等規制違反に関する外部通報窓口設置運営業務委託にかかる経費の支出について（第１四半期分）
157,500

人事室 人事課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 職員疾病対策事業用　職員健康診断結果経年管理システムサーバ機及び周辺装置長期借入所要経費の支出について（平成25年７月分）
54,159

人事室 人事課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　光熱水費 職員相談室　電気代（７月分）の支出について
5,841

人事室 人事課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成25年度　雇入れ時健康診断等業務委託料の支出について(平成２５年４～６月実施分)
4,245,465

人事室 人事課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　分担金 職員相談事業　職員相談室の管理費及び修繕積立金の支出について（8月分）
225,653

人事室 人事課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 人事事務用　全国人事担当課長・市町村担当課長会議にかかる管外出張経費の支出について
28,820

人事室 人事課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 職員被服貸与事業用「作業服1類夏用シャツ２」概算買入に係る経費の支出について
3,341,100

人事室 人事課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 職員被服貸与事業用「作業服1類夏用ズボン（サイドポケット無）２」概算買入に係る経費の支出について
1,810,368

人事室 人事課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 職員被服貸与事業用「作業服1類夏用シャツ１」概算買入に係る経費の支出について
2,299,500

人事室 人事課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 職員被服貸与事業用「作業服1類夏用ズボン（サイドポケット無）１」概算買入に係る経費の支出について
2,184,934

人事室 人事課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 職員被服貸与事業用「作業服1類夏用ズボン（サイドポケット有）」概算買入に係る経費の支出について
1,560,300

人事室 人事課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　手数料 職員衛生管理用　第１種衛生管理者免許申請に係る経費の支出について
18,000

人事室 人事課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 職員衛生管理用　第１種衛生管理者免許試験にかかる出張旅費の支出について（建設局　下水道事業会計分）
5,600

人事室 人事課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 疾病対策事業用　コピー代金の支出について（７月分）
1,393

人事室 給与課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 給与事務用加除式書籍購入経費の支出について（平成２５年度第１四半期　株式会社ぎょうせい分）
16,500

人事室 給与課 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 給与減額措置の取組に関する調査及びヒアリングにかかる管外出張旅費の支出について
57,640

人事室 給与課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 給与事務用　市内出張交通費の支出について（平成２５年７月分）
2,222
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人事室 給与課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 人事院勧告に係る説明会に係る管外出張旅費の支出について
28,500

人事室 管理課 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　電話料金の支出について（７月分）
7,097

人事室 管理課 平成25年08月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 臨時職員等に係る平成２４年度確定及び平成２５年度概算労働保険料の支出について
122,134

人事室 管理課 平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 共済費　互助会長期給付補給金 平成２５年度　互助会交付金の支出について（８月期分）
6,520,000

人事室 管理課 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 職員手当等　児童手当 職員児童手当の支払について（８月７日支払分）
1,030,000

人事室 管理課 平成25年08月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　大阪市総務事務センター運営事業に関する包括的業務委託費の支出について（６月分）
30,749,985

人事室 管理課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　清掃業務委託費の支出について（７月分）
30,712

人事室 管理課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　勤務情報システムサーバ及び端末関係機器保守業務委託にかかる経費の支出について（７月分）
1,054,200

人事室 管理課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　庶務ガイドサーバ等関係機器長期借入経費の支出について（７月分）
1,100,400

人事室 管理課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムオンラインタイムレコーダ再リース延長にかかる経費の支出について（７月分）
143,724

人事室 管理課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　通話録音装置及び通話録音サーバ等周辺機器（大阪市総務事務センター）　長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
114,576

人事室 管理課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入経費の支出について（７月分）
22,995

人事室 管理課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用勤務情報システム（保守環境）サーバ及び関連機器一式再リース延長にかかる経費の支出について（７月分）
13,755

人事室 管理課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システム用端末機器等借入経費の支出について（７月分）
1,040,781

人事室 管理課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　ファクシミリ借入経費の支出について（７月分）
346

人事室 管理課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　Ｈ２１年度総務局庁内情報利用ＰＣ等機器借入経費の支出について（７月分）
10,983

人事室 管理課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　共通管理業務用ファイルサーバ等借入（継続）の支出について（７月分）
3,412

人事室 管理課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 恩給及退職年金　退隠料 平成２５年８月払　退隠料・遺族扶助料の支出について
4,991,833

人事室 管理課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 恩給及退職年金　遺族扶助料 平成２５年８月払　退隠料・遺族扶助料の支出について
35,213,871

人事室 管理課 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 恩給及退職年金　遺族扶助料 平成２５年８月払　扶助料の未済給付について
78,734

人事室 管理課 平成25年08月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入経費の支出について（７月分）
7,665

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,893,787

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
10,906,686

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
469,900

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
1,951,575

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
637,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
267,905

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
228,080

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
250,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
115,068

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　特別職給 平成25年８月　給与の支給について
3,739,002

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
10,492,052

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
35,777,708

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
20,393,952

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
40,501,170

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
16,331,663

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
38,419,990

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
31,477,197

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
14,559,598

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,545,100

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
826,900

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
448,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,515,100

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
234,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,460,300

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
546,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,167,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
6,703,297
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人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
2,869,654

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
3,888,738

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
6,189,930

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
2,580,675

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
1,834,508

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
7,075,669

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
6,985,020

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
2,263,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,685,816

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
4,678,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
893,150

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
849,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
576,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,924,872

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
2,338,772

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
325,356

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
1,434,857

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
2,309,781

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
1,768,173

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
811,779

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
446,713

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
1,203,659

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
3,625,822

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
533,686

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
272,662

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
4,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
127,870

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
82,880

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
317,060

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
236,280

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
605,981

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成25年８月　給与の支給について
427,300

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
830,900

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
1,105,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
329,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
410,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
540,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
202,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
407,100

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
568,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
1,168

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成25年８月　給与の支給について
82,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成25年８月　給与の支給について
522,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,403,181

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,510

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
15,685,919

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
939,344

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
61,468
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人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
779,193

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
47,014

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報公開推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
214,707

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,366,088

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
74,080

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,419,412

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
390,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
378,970

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
985,563

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,345

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
102,452

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
184,240

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
386,327

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
180,383

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
171,219

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
58,876,856

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,861,920

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
10,349,423

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
3,067,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
4,459,875

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
1,045,644

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
770,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
45,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
172,934

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,167,313

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
244,411

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,897,777

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
279,130

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
43,714,330

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
42,332,057

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
44,128,485

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
41,573,120

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
59,724,227

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
43,035,617

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
42,881,049

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
36,147,803

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
46,459,623

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
35,411,990

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
40,358,363

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
111,553,172

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
38,032,909

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
66,594,819

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
46,804,775

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
54,985,774

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
34,114,416

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
43,608,490

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
41,412,343

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
72,659,125
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人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
55,495,035

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
82,582,843

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
64,615,381

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
61,892,640

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
2,532,440

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,129,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,229,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,336,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,196,100

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
3,363,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,374,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,301,300

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,240,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,419,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,270,100

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,835,760

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,425,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,547,186

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,985,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,320,940

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
2,150,300

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,285,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,493,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,390,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,414,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,977,745

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
2,034,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,596,980

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
6,104,585

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
6,225,431

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
7,069,074

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
7,359,366

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
6,860,787

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
7,907,391

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
6,503,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
10,868,348

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
7,192,374

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
7,435,871

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
13,835,776

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
18,649,254

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
7,535,144

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
10,069,481

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
12,197,352

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
7,045,221

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
11,195,686

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
7,948,550

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
9,273,925

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
7,297,018
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人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
7,435,119

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
9,331,627

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
10,536,760

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
5,908,856

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,383,399

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,467,608

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,252,654

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,236,249

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,282,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,324,654

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,212,008

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,447,054

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,356,008

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,455,300

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,436,254

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,478,408

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,191,454

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,385,854

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,767,062

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,497,454

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,721,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,842,154

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,313,854

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,324,654

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,221,300

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,447,054

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,995,008

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,442,554

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
3,920,827

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
4,916,830

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
3,431,242

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
2,660,357

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
1,806,177

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
3,229,481

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
2,368,077

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
3,515,211

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
2,531,567

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
2,670,173

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
2,858,255

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
2,879,830

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
1,903,116

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
4,045,186

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
3,061,019

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
3,582,778

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
2,395,336

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
2,317,581

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
6,611,254

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
3,007,840
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人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
4,701,216

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
3,087,117

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
5,753,236

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
3,160,736

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
1,374,770

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
397,691

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
1,117,336

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
1,000,660

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
1,303,895

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
1,192,875

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
302,350

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
691,091

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
479,790

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
842,570

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
813,100

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
241,760

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
885,257

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
263,743

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
916,439

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
673,472

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
821,004

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
536,497

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
1,900,824

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
411,508

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
464,255

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
1,406,818

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
664,409

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
421,872

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
790

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
2,060

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
1,390

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
2,490

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
3,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
640

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
3,150

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
480

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
2,190

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
1,270

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
7,550

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
1,280

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
2,580

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
480

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
1,270

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
1,740

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
2,610
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人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
2,490

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
10,870

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
596,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
749,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
679,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
1,871,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
477,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
315,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
942,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
931,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
697,300

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
818,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
960,900

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
1,286,300

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
909,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
1,389,900

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
832,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
1,357,900

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
1,167,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
649,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
1,666,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
2,553,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
861,100

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
1,066,100

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
1,375,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
757,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
46,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
22,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
20,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
15,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
42,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
20,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
70,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
14,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
48,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
36,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
14,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
14,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
14,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
58,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
3,275
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人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２５年８月払　公務災害等休業補償費の支給について（旭区役所）
1,427

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,148,451

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
193,428

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,083,430

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
402,389

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
980

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
762,235

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,755,995

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
417,535

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,350,939

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,547,409

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,983,248

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
207,392

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,145,634

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,714,653

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,007,196

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,552,454

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
208,860

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
982,442

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
961,953

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
972,588

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
937,640

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,301,782

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
187,791

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,786,052

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,742,411

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,180,607

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
205,944

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
593,645

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,356,379

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,182,227

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,538,950

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
370,602

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
968,841

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
950,763

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
402,459

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,768,709

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,653,616

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,358,957

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
208,797

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,129

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
152,032

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
88,748

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
108,480

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
76,465

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
55,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
147,302

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
62,880
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人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,831

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
50,828

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
403,807

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
307,070

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
75,284

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
69,927

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
75,286

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
103,280

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
96,116

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
72,102

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
93,688

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
120,841

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
87,049

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
45,073

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
63,488

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
35,398

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
59,051

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
129,284

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
53,040

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
34,252

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,293

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
63,436

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
48,666

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
26,424

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
82,273

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
157,838

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
95,577

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
16,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
65,212

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,860

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
50,179

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
131,114

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,847

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,750

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
560

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,300

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,580

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
540

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
35,537,087

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,226,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
6,201,146

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,643,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
2,111,996

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
784,940

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
929,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,858,141

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
213,310

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,200
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人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
542,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
723,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
180,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
542,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
180,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
361,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
361,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
361,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
361,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
301,376,631

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
542,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
180,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
542,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
361,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
542,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
542,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
542,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
361,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
361,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
361,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
361,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
542,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
10,726,480

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
57,090

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
57,090

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
57,090

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
57,090

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
57,090

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
50,705,873

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
57,090

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
57,090

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
114,180

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
57,090

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
28,545

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
85,635

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
85,635

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
85,635

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
85,635

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
85,635

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
85,635

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
28,545

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
28,545

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
85,635

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
85,635

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
57,090

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
5,323,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
6,902,836

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
18,597
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人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
38,211

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
4,654

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
12,580

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
6,466

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
4,654

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
24,179

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
17,406

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
24,160

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
7,272

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
34,485

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
17,990

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
33,804

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
7,386

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
15,790

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
52,787

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
7,977

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
23,072

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
4,241,630

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
19,699

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
13,662

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
5,864,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,056,945

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,313,555

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,141,005

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
193,684

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
387,093

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
174,153

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,868,917

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,624,946

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,534,346

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,427,025

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,237,199

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,805,468

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
569,490

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
404,407

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
393,349

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
186,415

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,366,696

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
101,894

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
21,421

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
92,512

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
162,949

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
94,194

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
71,036

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

報酬　委員報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
300,894

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
70,983,194

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
2,568,700
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人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
12,588,915

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
3,853,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
6,770,358

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
1,030,025

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
1,822,300

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
14,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成25年８月　給与の支給について
41,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
177,605

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
492,392

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
178,533

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２５年８月払　失業者の退職手当（１０１）
673,970

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２５年８月払　退職手当（１０１）
48,753,776

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 報酬　委員報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
74,884

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 報酬　委員報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
226,980

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 給料　特別職給 平成25年８月　給与の支給について
690,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
69,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

人事委員会委員費 報酬　委員報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
565,025

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
22,371,342

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
800,100

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
4,065,642

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,606,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
1,348,472

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
72,010

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
354,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
186,434

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
180,383

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
191,780

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,426,923

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,329,365

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
698,615

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,991,753

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,208,111

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
2,039,973

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,020,990

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,592,754

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,473,757

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
600,408

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,584,521

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,448,041

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,535,362

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,345,038

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
2,083,364

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,393,236

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
693,446

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
840,162

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,642,637

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
38,770,969

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
141,848,946
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人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,043,918

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,428,946

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
780,996

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,766,614

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,471,709

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
66,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
81,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
25,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
78,900

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
40,100

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
46,100

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
125,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
997,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
46,100

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
53,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
4,919,407

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
92,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
64,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
77,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
45,900

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
52,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
88,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
27,100

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
51,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
139,575

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
234,451

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
264,735

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
249,570

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
322,248

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
262,875

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
24,523,382

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
6,375,056

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
144,435

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
284,730

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
249,255

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
96,105

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
300,884

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
116,368

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
272,049

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
188,025

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
233,516

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
373,861

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
108,690
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人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
181,380

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
279,076

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
369,479

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
351,659

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
271,267

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
257,265

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
260,505

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成25年８月　給与の支給について
90,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成25年８月　給与の支給について
675,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
133,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,380,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
5,370,340

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
61,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
133,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
61,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
61,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
133,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
133,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
61,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
133,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
136,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
133,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
61,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
133,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
72,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
72,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
133,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
133,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
61,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
133,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
133,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
12,501,757

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
486,657

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
4,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
2,082,529

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
515,310

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
9,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
55,660

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
67,520

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成25年８月　給与の支給について
753,281

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成25年８月　給与の支給について
1,985,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
1,421,750
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人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
20,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
477,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
3,026,300

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
27,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
89,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
664,348

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
971,847

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
208,799

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
28,130

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,220

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,430

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,660

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,234,781

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
830,530

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
28,345

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
800

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,512,197

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
594,816

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
209,414

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
117,629

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
191,459

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,051

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
69,864

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,640

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,430

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,790

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
215,633

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
908,085

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
196,676

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
180,258

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
360

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,900

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
280,330

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,346,261

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
409,836

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
660
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人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,857,678

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
110,240,803

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,165,588

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
30,619

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
16,090

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
374,181

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,567,721

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
944,209

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
82,905

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,456,581

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,928,985

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
49,153

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
203,781,592

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
6,765,900

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
35,356,257

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成25年８月　給与の支給について
331,143

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
9,725,850

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
7,369,924

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
1,874,890

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成25年８月　給与の支給について
7,755,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
102,450

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
4,375,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
53,336

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,615,158

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
23,090

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
333,705

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
37,587

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
654,347

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
62,638

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,189,167

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
68,922

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
248,113

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
95,068

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,020

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,140

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
30,402

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
237,688

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,838,043

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
226,117

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,080,812

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,090

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,460

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
777,356

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,351

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,475,811

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
94,220
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人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 栄養専門学校費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
568,756

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 栄養専門学校費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
18,100

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
131,413,767

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
201,257,973

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
183,803,427

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
4,124,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
3,959,069

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
4,245,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
29,748,746

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
32,495,640

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
22,367,933

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成25年８月　給与の支給について
804,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
122,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
4,337,100

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
244,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
7,375,602

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
8,524,898

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
22,758,874

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
1,778,261

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
1,804,475

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
2,230,264

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成25年８月　給与の支給について
176,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
2,769,360

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
3,354,100

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
3,711,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
155,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成25年８月　給与の支給について
17,202

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
323,730

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
403,904

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
58,130

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,677,757

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
376,381

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,461,063

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
33,480

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,903

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,938

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
707,402

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
100,530

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,160

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,189,267

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,617,272

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,475,272

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
532,026

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
75,570

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
224,466

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
76,450

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
116,720
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人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,653,033

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
770,121

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
85,093

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
24,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,827,462

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
330,170

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
400,954

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
69,802,385

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,071,671

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
44,553,059

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
31,083

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,543,210

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,120

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,495,844

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
593,123

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
580,856

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
92,490

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
880,074,078

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
50,844,505

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
147,902,057

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
6,988,418

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
29,539,471

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
16,457,309

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
34,021,090

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
13,257,900

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
20,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成25年８月　給与の支給について
229,564

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
7,718,834

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２５年８月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
176,364

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２５年８月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
35,776

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２５年８月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
144,560

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２５年８月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
33,396

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２５年８月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
78,150

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２５年８月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
24,872

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２５年８月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
14,140

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２５年８月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
128,673

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２５年８月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
27,468

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
643,639

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
191,855

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
59,540

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
7,870

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
137,233

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,520

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
238,046

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,127

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,806,396

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
274,580

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
96,652,413
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人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
234,320

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
3,327,100

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
35,148

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
17,318,348

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
6,608,120

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
5,129,104

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
622,804

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
1,860,300

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
40,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２５年８月払　公務災害等休業補償費の支給について（経済戦略局）
2,568

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
979,393

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
374,748

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
31,812

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
30,528

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
8,860

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
210,410

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
189,266

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
23,970

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
890

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,320

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
108,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
18,194

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 報酬　委員報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
511,966

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,160

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
119,880

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
277,264

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
109,736,573

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
152,078,725

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
210,987,737

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
8,088,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
4,733,058

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
11,987,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
35,729,484

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
25,845,081

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
18,937,528

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
2,356,954

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
3,589,300

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
2,215,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
10,294,318

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
6,339,073

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
8,323,296

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
4,572,391

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
1,804,456

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
2,512,232

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
113,760

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
159,220

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
2,516,800
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人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
2,496,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
3,030,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
60,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
477,646

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
7,056

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成25年８月　給与の支給について
23,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２５年８月払　公務災害等休業補償費の支給について（建設局）
176,229

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２５年８月払　公務災害等休業補償費の支給について（建設局）
379,995

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
814,716

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
917,283

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
734,720

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
564,915

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
200,215

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
32,190

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
47,340

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
30,812

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
950

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
434,798

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
43,210

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
94,707,233

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
4,967,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
16,594,281

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
3,585,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
2,168,022

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
2,051,694

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
1,403,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
83,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
333,871

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
76,478,331

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
2,671,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
13,212,928

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
2,851,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
6,349,885

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
580,280

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
1,655,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
180,383

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
191,013

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,477,016

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
229,707

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,006,542,068

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
53,108,680

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
171,367,048

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成25年８月　給与の支給について
121,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
10,386,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
120,024,526

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
31,305,467

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
23,347,180

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　退職手当 平成２５年８月払　退職手当（２１０）
27,128,441
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人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
21,473,100

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
520,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成25年８月　給与の支給について
24,142

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
18,756,508

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成25年８月　給与の支給について
906,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２５年８月払　公務災害等休業補償費の支給について（消防局）
9,025

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,917,083

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
566,467

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
55,615

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
391,020

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,944,470

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
278,620

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 委員費 報酬　委員報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
851,078

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 委員費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
236,860

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
132,912,887

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
3,758,940

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
23,660,543

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
12,956,193

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
12,824,339

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
2,275,235

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 平成２５年８月払　失業者の退職手当（１５０）
289,780

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
2,435,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
31,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
764,808

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
175,547

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
805,266

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,238,453

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
916,210

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
338,297

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
378,941

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
533,940

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,080,482

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,390

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
236,888

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
60,900

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
68,972

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
70,420

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
43,242,331

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
217,191

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,726

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
306,162

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
268,890

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,794,100

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
345,646

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,070,427

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
63,903

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
663,311
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人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
39,542

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
147,447

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
352,654

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,836

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,221,442

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
269,021

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,417

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
468,587

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,053,805

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
127,164

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 音楽団費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
32,140

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
638,028

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,640

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,636,881

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
27,100

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
296,115

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
133,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
167,432

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
43,740

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
486,844

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,290

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,122,494

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
166,040

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
9,010

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 金融事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
580,065

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
33,107

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,920

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
201,952

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,960

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
177,093

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
14,995,896

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
27,849,618

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,647,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
619,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
2,594,820

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
4,824,517

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
522,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
622,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
3,693,749

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
109,179

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
164,754

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
290,287

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
569,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
232,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
8,388,031

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
278,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
1,484,489
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人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
465,300

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
2,363,619

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
150,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
139,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
349,806

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,375,731

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
46,461,569

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,925,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
8,004,092

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
1,486,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
1,946,626

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
892,873

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
939,960

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
70,105

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,380

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,572,783

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
60,900

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
272,865

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
61,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
193,643

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
4,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,840

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
567,916

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
187,783

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
190,349

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
187,871

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
379,155

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
567,189

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
27,300

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
94,740

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
173,946

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
399,094

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
195,429

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
192,985

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
194,537

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
197,336

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
200,948

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
45,860

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
22,940

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,960

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
33,020

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
797

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
189,299

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
301,245

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
13,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
49,635

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
75,115
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人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
23,860

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
340

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
196,037

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
30,315

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
1,973

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
203,438

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
281,517

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
2,309,974

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
13,100

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
21,250

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
145,380

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
2,193,687

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
74,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
358,504

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
80,643

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
11,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
1,270

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
53,100

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　夜間勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
8,418

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
252,225

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
39,825

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
113,280

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
78,918

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
718,704

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
58,365,652

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
3,174,010

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
9,691,837

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
2,291,575

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
1,167,054

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
66,030

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
1,189,100

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　期末勤勉手当 平成25年８月　給与の支給について
2,480

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 災害補償費　災害補償費 平成２５年８月払　公務災害等休業補償費の支給について（港湾局）
5,354

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
384,630

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,308

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
4,122,404

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
309,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
696,209

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
115,561

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
11,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
9,920

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
31,382,561

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,399,900

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
5,426,809

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
958,500
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人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
1,939,614

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
414,669

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
486,100

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
588,688

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,870

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
36,273

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
8,644,312

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
389,900

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
1,509,675

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
367,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
298,688

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
195,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
114,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
927,699

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
38,900

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
154,470

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
198,828

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
28,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
14,829,485

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
437,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
2,588,904

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
724,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
2,108,514

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
397,290

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
292,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,628,971

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
57,107

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
10,310

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 報酬　委員報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
14,752,633

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
7,769,980

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
295,762

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
6,661,317

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
7,084,899

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
7,276,903

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
8,302,141

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
244,984

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
22,961

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
300,753

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
11,730

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
99,550

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
57,183

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
8,038,025

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
5,842,627

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
37,528

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
139,966

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
11,190

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
239,407

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
781,181
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人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
37,510

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
79,563

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
77,250

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
70,115

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
96,590

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
50,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
119,628

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
48,169

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
4,960,664

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
4,998,326

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
120,590

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
1,523,611

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
13,524

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
9,209,061

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
4,992,053

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
5,035,477

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
4,775,181

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
5,968,933

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
4,672,479

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
9,305

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
7,257,487

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
9,730

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
17,638

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
6,006,947

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
5,982,688

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
7,450,253

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
6,118,705

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
6,692,750

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
130,112

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
37,594

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
5,320,861

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
6,235,824

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
4,401,477

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
150,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
235,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
299,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
277,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
6,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
74,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
283,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
254,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
276,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
190,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
272,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
166,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
249,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
218,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
294,000
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人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
81,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
216,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
314,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
237,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
176,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
217,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
250,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　夜間勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
661

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　夜間勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
532

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　夜間勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
4,375

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 職員手当等　夜間勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
19,636

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
15,938,119

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
6,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 参議院議員選挙費 旅費　普通旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,700

人事室 管理課 平成25年08月16日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
130,214

人事室 管理課 平成25年08月16日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 母子福祉貸付事務費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
11,062

人事室 管理課 平成25年08月16日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 寡婦福祉貸付事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
5,425

人事室 管理課 平成25年08月16日
母子寡婦福祉貸付資金
会計

母子寡婦福祉貸付金 母子寡婦福祉貸付金 寡婦福祉貸付事務費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
460

人事室 管理課 平成25年08月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
4,078,195

人事室 管理課 平成25年08月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
155,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
701,445

人事室 管理課 平成25年08月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
137,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
373,183

人事室 管理課 平成25年08月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
262,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
778,158

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
5,498,277

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
3,201,434

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
12,339,534

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
3,849,329

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
3,102,603

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
3,352,289

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
2,904,817

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
3,236,681

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
3,291,168

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
3,963,673

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
3,247,062

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
3,159,078

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
3,330,751

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
4,521,410

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
5,509,557

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
6,117,679

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
7,775,599

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
6,503,355

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
3,789,727

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
3,722,756

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
5,297,546

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
6,592,651

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
3,676,399
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人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
5,898,478

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
3,378,946

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
141,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
32,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
401,300

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
82,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
41,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
120,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
54,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
126,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
66,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
131,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
159,300

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
128,300

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
102,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
129,900

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
145,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
75,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
160,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
74,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
53,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
107,100

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
154,900

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
145,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
99,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
511,959

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
734,375

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
523,706

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
2,085,519

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
533,792

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
614,365

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
525,486

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
464,094

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
527,830

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
645,401

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
576,408

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
1,051,945

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
614,187

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
896,665

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
869,261

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
987,533

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
542,985

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
1,066,318

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
562,487

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
1,252,050

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
534,186
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人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
947,828

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
628,732

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
895,652

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
598,631

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
61,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
72,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
270,900

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
72,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
61,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
61,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
133,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
1,363,419

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
23,977

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
76,583

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
93,723

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
18,919

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
26,295

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
95,972

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
36,384

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
100,525

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
49,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
10,527

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
8,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
131,683

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
133,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
5,416

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
147,070

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
12,671

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
19,595

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
6,586

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
136,070

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
9,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
419,490

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
60,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
122,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
138,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
117,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
59,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
45,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
407,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
87,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
86,500
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人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
243,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
147,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
116,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
72,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
88,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
51,900

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
285,809

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,752,736

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
133,440

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,412,946

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,974,063

人事室 管理課 平成25年08月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
161,216

人事室 管理課 平成25年08月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
27,404,437

人事室 管理課 平成25年08月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
1,505,344

人事室 管理課 平成25年08月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
4,612,889

人事室 管理課 平成25年08月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
279,900

人事室 管理課 平成25年08月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
474,185

人事室 管理課 平成25年08月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
967,102

人事室 管理課 平成25年08月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
2,825,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
909,267

人事室 管理課 平成25年08月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２５年８月払　公務災害等休業補償費の支給について（中央卸売市場南港市場）
39,375

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,881,577

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
822,272

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
855,299

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
602,654

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
897,118

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
385,385

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
623,407

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
658,549

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
624,695

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
682,412

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
734,325

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
891,763

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
972,551

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
830,391

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
817,059

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,134,441

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,050,433

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
575,519

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
639,171

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,230,747

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,164,386
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人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
803,276

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
897,236

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
374,465

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
796,052

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
40,700

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
25,800

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
38,600

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
44,900

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
30,600

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
33,300

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
40,400

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
46,600

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
52,700

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
33,100

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
20,500

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
32,600

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
52,900

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
27,600

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
46,100

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
67,200

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
51,400

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
136,770

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
199,380

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
131,880

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
132,450

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
187,610

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
174,420

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
145,372

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
189,826

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
136,998

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
102,165

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
64,221

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
147,676

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
308,595

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
108,884

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
99,135

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
104,715

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
100,591

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
60,984

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
119,290

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
101,391

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
144,720

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
130,530

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
158,279

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
148,740
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人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
102,636

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
1,308,534

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
59,460

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
24,190

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
4,600

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
51,400

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
61,240

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
4,400

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
47,700

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
21,500

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
28,100

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成25年08月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成25年８月　給与の支給について
750,717

人事室 管理課 平成25年08月16日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
188,828

人事室 管理課 平成25年08月16日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
735,393

人事室 管理課 平成25年08月16日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
117,015

人事室 管理課 平成25年08月16日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
139,460

人事室 管理課 平成25年08月16日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
81,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
12,760

人事室 管理課 平成25年08月16日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
3,231,664

人事室 管理課 平成25年08月16日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
166,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
587,850

人事室 管理課 平成25年08月16日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
209,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
225,096

人事室 管理課 平成25年08月16日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
4,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
533,757

人事室 管理課 平成25年08月16日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
39,100

人事室 管理課 平成25年08月16日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
90,840

人事室 管理課 平成25年08月16日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
48,086

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,976,812

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
21,632,833

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,793,706

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,932,296

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,210,526

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,746,168

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
2,417,090

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
3,037,749
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人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,642,979

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
3,125,081

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,224,321

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
3,492,913

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,638,225

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
2,221,913

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
3,504,758

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
2,864,623

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
3,084,074

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
3,704,635

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
2,297,260

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,817,537

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,480,054

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,188,770

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,696,136

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,759,881

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成25年８月　給与の支給について
1,816,322

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
73,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
63,900

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
808,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
39,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
40,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
27,300

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
44,900

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
117,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
19,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
100,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
72,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
53,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
45,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
93,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
79,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
85,900

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
27,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
33,100

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
59,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
46,300

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
73,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
45,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
112,400

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成25年８月　給与の支給について
112,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
501,631

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
198,046

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
569,013

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
3,622,606

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
296,433

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
317,338
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人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
245,803

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
296,010

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
196,785

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
284,743

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
285,174

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
268,774

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
321,449

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
362,954

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
380,668

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
390,819

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
504,251

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
268,391

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
467,020

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
302,808

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
569,536

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
502,979

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
609,583

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
195,451

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成25年８月　給与の支給について
282,251

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成25年８月　給与の支給について
327,600

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
1,992,818

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
50,190

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
47,460

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
64,160

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
79,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
61,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
12,100

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
61,940

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
23,378

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
8,220

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
489,660

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
137,320

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
2,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
29,740

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成25年８月　給与の支給について
94,430

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成25年８月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
56,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
30,500
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人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
56,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
426,800

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
75,200

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
27,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
25,700

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成25年８月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
370,460

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
1,112,989

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
38,226

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
4,489

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
408,708

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
626,464

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
46,562

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
17,371

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
20,310

人事室 管理課 平成25年08月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 平成２５年８月分臨時職員等の報酬等の支給について
3,620

人事室 管理課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理用　テープカートリッジ外９点購入経費の支出について
125,874

人事室 管理課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理用　テープカートリッジ外９点購入経費の支出について
2,604

人事室 管理課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理用　テープカートリッジ外９点購入経費の支出について
15,739

人事室 管理課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理用　テープカートリッジ外９点購入経費の支出について
146,223

人事室 管理課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 総務事務管理業務用　水道料金の支出について（４～６月分）
178,344

人事室 管理課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　建物修繕料 総務事務センター出入口サムターン及びレバーハンドル交換に係る経費の支出について
23,625

人事室 管理課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　共通管理業務用ファイルサーバ等機器保守業務委託（継続）経費の支出について（７月分）
6,772

人事室 管理課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　庶務ガイドサーバ等関係機器保守業務委託費の支出について（７月分）
731,325

人事室 管理課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　臨時職員システム用サーバ機等一式借入経費の支出について（７月分）
209,958

人事室 管理課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システムサーバ機及び周辺装置借入経費の支出について（７月分）
2,099,790

人事室 管理課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムＩＣカード発行機器一式長期借入経費の支出について（７月分）
39,144

人事室 管理課 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 負担金、補助及交付金　分担金 総務事務管理業務用　阿倍野スポーツセンターとの共用部分清掃にかかる経費の支出について（４～６月分）
63,113

人事室 管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用　コピー代の支出について（７月分）
88,097

人事室 管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　総務事務センター機械警備業務にかかる経費の支出について（７月分）
21,000

人事室 管理課 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システムソフトウェア一式に係る賃貸借経費の支出について（平成２５年７月分）
50,400

人事室 管理課 平成25年08月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 臨時職員等に係る平成２５年度概算労働保険料の支出について
11,442

人事室 管理課 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 勤務情報システムサーバ及び関連機器一式再リースにかかる経費の支出について（７月分）
92,022

人事室 管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 旅費　普通旅費 総務事務管理業務用　市内出張交通費の支出について（７月分）
18,868

人事室 管理課 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　後納郵便料金の支出について（７月分）
63,800

人事室 管理課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用インターネット回線使用料の支出について（７月分）
92,427

人事室 管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 総務事務管理業務用　電気料金の支出について（７月分）
582,293

人事室 管理課 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 負担金、補助及交付金　分担金 総務事務管理業務用　総務事務センター設置場所にかかる管理費及び修繕積立金の支出について（９月分）
894,892

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
2,428,412

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
47,240,012

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理用　光電話料金の支出について（７月分）
165,860
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人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
11,865,478

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
280,860,508

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
7,936,566

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
67,831,937

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
16,268,155

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 恩給及退職年金　遺族扶助料 平成２５年８月払　扶助料の未済給付について
472,401

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
114,602

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
5,157,891

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
48,690,721

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
46,128,142

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
118,048,843

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
199,594,010

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
22,826,986

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
104,549,026

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
21,694,507

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
17,576,627

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
228,406,923

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
30,421,544

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
4,144,428

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
9,545,099

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
1,922,167

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
10,633,006

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
355,901

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
139,577

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
67,029

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
43,619

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
502,786

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
56,121

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
13,728,598

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
936,523

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
7,233,656

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
1,978,025

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
209,025

人事室 管理課 平成25年08月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
3,399,565

人事室 管理課 平成25年08月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
918,713

人事室 管理課 平成25年08月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
25,616,739

人事室 管理課 平成25年08月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
6,182,483

人事室 管理課 平成25年08月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
5,069,407

人事室 管理課 平成25年08月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
163,631

人事室 管理課 平成25年08月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
756,656

人事室 管理課 平成25年08月30日 有料道路事業会計 事業費 事業費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
130,599

人事室 管理課 平成25年08月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２５年８月払　共済費事業主負担金の支出について
16,904,697

人事室 職員人材開発センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 研修事業用コピー代金の支出について（６月分）
6,981

人事室 職員人材開発センター 平成25年08月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 研修事業用コピー代金の支出について（６月分）職員人材開発センター契約分
86,071

人事室 職員人材開発センター 平成25年08月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成25年度新任部長研修「部長のためのリーダーシップ講座」にかかる委託料の支出について
229,992

人事室 職員人材開発センター 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　筆耕翻訳料 平成25年度新任主務研修にかかる手話通訳派遣料の支出について
45,500

人事室 職員人材開発センター 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成25年度人材育成担当者研修に係る講師謝礼金の支出について
51,860

人事室 職員人材開発センター 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 負担金、補助及交付金　会費 平成25年度全国市町村国際文化研修所「公共政策セミナー」参加にかかる会費の支出について
13,950
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人事室 職員人材開発センター 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成25年度新任係長研修にかかる講師謝礼金の支出について
106,240

人事室 職員人材開発センター 平成25年08月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
3,845

人事室 職員人材開発センター 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成25年度管理職研修「課長代理級のためのマネジメント講座」「課長のためのマネジメント講座」にかかる委託料の支出について
756,000

人事室 職員人材開発センター 平成25年08月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成25年度管理職研修「課長代理級のためのマネジメント講座」「課長のためのマネジメント講座」にかかる委託料の支出について
1,512,000

人事室 職員人材開発センター 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成25年度キャリア形成にかかる相談・啓発業務にかかる委託料の支出について（６月分）
179,454

人事室 職員人材開発センター 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 平成２５年度阿倍野防災拠点７月分水道料金の支出について
117,020

人事室 職員人材開発センター 平成25年08月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成２５年度阿倍野防災拠点７月分水道料金の支出について
17,511

人事室 職員人材開発センター 平成25年08月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 平成２５年度阿倍野防災拠点７月分水道料金の支出について
64,787

人事室 職員人材開発センター 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成25年度人権問題指導者研修（養成コース）に係る講師謝礼金の支出について（第１回）
18,380

人事室 職員人材開発センター 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成２５年度メンター・メンティ研修にかかる講師謝礼金の支出について
240,780

人事室 職員人材開発センター 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（４～６月分）
32,930

人事室 職員人材開発センター 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成25年度新任主務研修にかかる講師謝礼金の支出について
105,680

人事室 職員人材開発センター 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料の支出について（７月分）
120,433

人事室 職員人材開発センター 平成25年08月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料の支出について（７月分）
46,431

人事室 職員人材開発センター 平成25年08月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料の支出について（７月分）
84,152

人事室 職員人材開発センター 平成25年08月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託料の支出について（７月分）
83,984

人事室 職員人材開発センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 研修事業用コピー代金の支出について（７月分）
9,128

人事室 職員人材開発センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 研修事業用コピー代金の支出について（７月分）職員人材開発センター契約分
135,394

人事室 職員人材開発センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用インターネット回線使用料の支出について（７月分）
17,640

人事室 職員人材開発センター 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 使用料及賃借料　使用料 職員人材開発センター研修用パソコン等機器の長期借入に係る経費の支出について（７月分）
152,145

経済戦略局 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用複写関連消耗品（コピー代）経費の支出について（６月分）
224,989

経済戦略局 総務課 平成25年08月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用収受印の購入にかかる支出について
1,556

経済戦略局 総務課 平成25年08月05日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 大阪府咲洲庁舎分室通信サービス経費の支出について（６月分）
6,804

経済戦略局 総務課 平成25年08月05日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 負担金、補助及交付金　分担金 経済戦略局倉庫にかかる衛生組合分担金の支出について（７月分）
6,000

経済戦略局 総務課 平成25年08月05日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大学支援事務用平成25年度第１回大阪市公立大学法人評価委員会（６月20日）の開催にかかる経費の支出について
94,575

経済戦略局 総務課 平成25年08月05日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　費用弁償 大学支援事務用平成25年度第１回大阪市公立大学法人評価委員会（６月20日）の開催にかかる経費の支出について
5,100

経済戦略局 総務課 平成25年08月06日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,176

経済戦略局 総務課 平成25年08月06日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
1,029

経済戦略局 総務課 平成25年08月06日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
894

経済戦略局 総務課 平成25年08月06日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
500

経済戦略局 総務課 平成25年08月06日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
840

経済戦略局 総務課 平成25年08月06日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
560

経済戦略局 総務課 平成25年08月06日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,450

経済戦略局 総務課 平成25年08月06日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
700

経済戦略局 総務課 平成25年08月06日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
2,800

経済戦略局 総務課 平成25年08月06日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
1,500

経済戦略局 総務課 平成25年08月06日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,060

経済戦略局 総務課 平成25年08月06日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
950

経済戦略局 総務課 平成25年08月06日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
250

経済戦略局 総務課 平成25年08月06日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 貿易振興事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
480

経済戦略局 総務課 平成25年08月06日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 農業事業費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,155

経済戦略局 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用朝日新聞・日本経済新聞購読にかかる経費の支出について（４月～６月）
49,848

経済戦略局 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用毎日新聞購読にかかる経費の支出について（４月～６月）
23,550

経済戦略局 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用読売新聞購読にかかる経費の支出について（４月～６月）
23,550

経済戦略局 総務課 平成25年08月08日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　普通旅費 公立大学法人大阪市立大学定款の一部変更に係る文部科学省、総務省との事前協議にかかる出張旅費の支出について
28,420

経済戦略局 総務課 平成25年08月09日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　普通旅費 大学支援事務用市内出張交通費の支出について（６月分）
5,210

経済戦略局 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局分室庁舎における一般事務用複写関連消耗品（経契第Ｑ２０１３－２号）に係る経費の支出について（４～６月分）
297,460

経済戦略局 総務課 平成25年08月14日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 経済戦略局分室庁舎における一般事務用複写関連消耗品（ゆ契第８５０８号）に係る経費の支出負担行為決議について（４～６月分）
31,152
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経済戦略局 総務課 平成25年08月15日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局分室事務用電話代（ＦＡＸ用、７月分）の支出について
11,044

経済戦略局 総務課 平成25年08月15日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 工事請負費　新規工事費 廃品回収共同作業場仮囲い設置工事の実施にかかる支出について
105,000

経済戦略局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 一般事務用総務課所管業務に係る市内出張等交通費の支出について（５月分）
16,404

経済戦略局 総務課 平成25年08月16日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の支出について（６月分）
6,804

経済戦略局 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 総務課（計理・調達）業務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
15,179

経済戦略局 総務課 平成25年08月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用産経新聞購読にかかる経費の支出について（４月～６月）
23,550

経済戦略局 総務課 平成25年08月21日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 市会都市経済委員会他都市視察随行に係る所要経費の支出について（8月28日～29日　課長）
93,280

経済戦略局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 総務課所管業務の出張にかかる所要経費の支出について（７月18日～19日　課長・係長）
88,780

経済戦略局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（O's棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（７月分）
603,412

経済戦略局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（ITM棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（７月分）
272,327

経済戦略局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局庁舎（O's棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（７月分）
1,050

経済戦略局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局庁舎（ＩＴＭ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（７月分）
525

経済戦略局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局庁舎（ITM棟）における不動産賃貸借経費の支出について（９月分）
3,773,661

経済戦略局 総務課 平成25年08月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局庁舎（O's棟）における不動産賃貸借経費にかかる支出について（９月分）
6,270,217

経済戦略局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱費（水道代）にかかる所要経費の支出について（７月分）
6,409

経済戦略局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱費（電気代）にかかる所要経費の支出について（７月分）
113,643

経済戦略局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁内情報利用パソコン等機器一式の借入に係る経費の支出について（７月分）
240,125

経済戦略局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境カラープリンター一式長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
19,096

経済戦略局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
161,502

経済戦略局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式にかかる経費の支出について（７月分）
7,350

経済戦略局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度　庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（７月分）
61,033

経済戦略局 総務課 平成25年08月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁内情報利用パソコン等機器一式の借入に係る経費の支出について（７月分）
40,661

経済戦略局 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　特別旅費 自治大学校　政策専門課程　第6期研修（新時代・地域経営コース）への職員の派遣にかかる出張旅費について
28,520

経済戦略局 総務課 平成25年08月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 市会都市経済委員会他都市視察随行に係る出張経費の支出について（8月28日～29日　課長）（その２）
17,900

経済戦略局 総務課 平成25年08月29日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 一般事務用総務課所管業務に係る市内出張等交通費の支出について（６月分）
28,079

経済戦略局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
500

経済戦略局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（７月分）
59,020

経済戦略局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
80

経済戦略局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
720

経済戦略局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
3,190

経済戦略局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 ゆとりとみどり振興局庁舎清掃業務委託の支出について（７月分）
80,249

経済戦略局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用ファクシミリ機器リースにかかる経費の支出について（７月分）
27,342

経済戦略局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２５年度中央卸売市場本場業務管理棟にかかる共益費の支出について（８月分）
2,297,087

経済戦略局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
750

経済戦略局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
3,600

経済戦略局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 ゆとりとみどり振興局庁舎清掃業務委託の支出について（７月分）
36,476

経済戦略局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大学支援事務用平成25年度第１回大阪市公立大学法人評価委員会（６月20日）の開催にかかる経費の支出について
13,165

経済戦略局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大学支援事務用平成25年度第２回大阪市公立大学法人評価委員会（７月29日）の開催にかかる経費の支出について
94,575

経済戦略局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　費用弁償 大学支援事務用平成25年度第１回大阪市公立大学法人評価委員会（６月20日）の開催にかかる経費の支出について
2,480

経済戦略局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　費用弁償 大学支援事務用平成25年度第２回大阪市公立大学法人評価委員会（７月29日）の開催にかかる経費の支出について
4,640

経済戦略局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
22,318

経済戦略局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 貿易振興事業費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
315

経済戦略局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 農業事業費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（７月分）
840

経済戦略局 総務課 平成25年08月30日 一般会計第２部 教育事業費 大学整備費 整備推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度公立大学法人大阪市立大学施設整備費補助金（人工光合成研究拠点整備）の支出について
300,557,000

経済戦略局 施設整備課 平成25年08月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 ESCO事業（真田山プール等）省エネルギーサービス業務委託の経費の支出について（４月～６月分　第１回中間払い）
1,768,950

経済戦略局 施設整備課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 ESCO事業（大阪プール）省エネルギーサービス業務委託の経費の支出について（４月～６月分　第１回中間払い）
4,730,197

経済戦略局 国際課 平成25年08月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　特別旅費 米国（シカゴ・サンフランシスコ）への海外出張旅費の支出について
515,060

経済戦略局 国際課 平成25年08月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 米国（シカゴ・サンフランシスコ）への海外出張にかかる所要経費の支出について
120,000
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経済戦略局 国際課 平成25年08月07日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 OSAKA留学生ネットのサーバ借入（ホスティングサービス）に係る経費の支出について（初期設定費及び４～６月分）
79,800

経済戦略局 国際課 平成25年08月08日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 国際交流企画用　乾式電子複写機の使用に係る経費の支出について（平成25年5月分）
42,823

経済戦略局 国際課 平成25年08月09日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪・メルボルン姉妹都市提携35周年記念事業の実施にかかる分担金の支出について
1,000,000

経済戦略局 国際課 平成25年08月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　其他委員等旅費 外国青年招致事業用　新規招致者の来日直後オリエンテーション参加に係る出張旅費の支出について（8/22～23）
23,550

経済戦略局 国際課 平成25年08月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　特別旅費 外国青年招致事業用　国際交流員（英語CIR）の帰任にかかる帰国旅費の支出について
154,050

経済戦略局 国際課 平成25年08月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 旅費　普通旅費 国際課経済交流担当市内出張交通費６月分の支出について
8,770

経済戦略局 国際課 平成25年08月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 旅費　普通旅費 国際課経済交流担当市内出張交通費５月分の支出について
1,670

経済戦略局 国際課 平成25年08月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 OSAKA留学生ネットのサーバ借入（ホスティングサービス）に係る経費の支出について（7月分）
18,900

経済戦略局 国際課 平成25年08月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ輸入住宅促進センターにかかる不動産賃貸料の支出について（平成25年9月分）
14,102,704

経済戦略局 国際課 平成25年08月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　特別旅費 オーストラリア連邦メルボルン市への海外出張にかかる旅費の支出について
1,703,200

経済戦略局 国際課 平成25年08月29日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 オーストラリア連邦メルボルン市への海外出張にかかる所要経費の支出について
170,000

経済戦略局 国際課 平成25年08月29日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　筆耕翻訳料 オーストラリア連邦メルボルン市への海外出張にかかる所要経費の支出について
340,000

経済戦略局 国際課 平成25年08月29日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 オーストラリア連邦メルボルン市への海外出張にかかる所要経費の支出について
400,000

経済戦略局 国際課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 国際交流企画用　海外出張等対応用パソコン等機器一式借入に係る支出について（平成25年7月分）
19,425

経済戦略局 企画課 平成25年08月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 企画課所管業務に係る管外出張経費の支出について（平成25年7月19日）
2,660

経済戦略局 企画課 平成25年08月07日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 平成25年度指定都市経済局長会議にかかる出張経費の支出について（平成25年7月18日、19日）
28,760

経済戦略局 企画課 平成25年08月07日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 平成25年度指定都市経済局長会議にかかる出張経費の支出について（平成25年7月18日、19日）
28,760

経済戦略局 企画課 平成25年08月14日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 企画課所管業務にかかる市内出張交通費等の支出について（６月分）
28,237

経済戦略局 観光課 平成25年08月02日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 集客観光事業用「観光庁グローバルMICE戦略都市」選定結果ヒアリング・要望における出張旅費の支出について
28,420

経済戦略局 観光課 平成25年08月09日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　滋賀県文化財保護協会への出張旅費の支出について
5,800

経済戦略局 観光課 平成25年08月12日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 負担金、補助及交付金　分担金 観光事業用　関西国際空港内観光案内所整備運営協議会分担金の支出について
2,634,000

経済戦略局 観光課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費の支出について（６月分）
123,493

経済戦略局 観光課 平成25年08月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 負担金、補助及交付金　分担金 パフォーマーライセンス制度の推進事業にかかる分担金の支出について
4,200,000

経済戦略局 観光課 平成25年08月19日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 集客観光事業用「ＩＲ（カジノを含む統合型リゾート）発案部会」への参加等にかかる経費の支出について（5月29日出張分）
28,580

経済戦略局 観光課 平成25年08月19日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 集客観光事業用　天王寺魅力向上にかかる千葉大学（千葉県）等への出張にかかる経費の支出について（7月8日出張分）
29,800

経済戦略局 観光課 平成25年08月19日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 集客観光事業用「ＩＲ（カジノを含む統合型リゾート）発案部会」への参加等にかかる経費の支出について（5月29日出張分）
28,200

経済戦略局 観光課 平成25年08月19日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 集客観光事業用　天王寺魅力向上にかかる千葉大学（千葉県）等への出張にかかる経費の支出について（7月8日出張分）
29,150

経済戦略局 観光課 平成25年08月19日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 集客観光事業用　ＩＲ（カジノを含む統合型リゾート）候補地検討調査にかかる東京出張に伴う経費の支出について（7月4日出張分）
28,740

経済戦略局 観光課 平成25年08月21日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 負担金、補助及交付金　分担金 観光事業用「三都物語」コーディネート事業にかかる分担金の支出について
5,000,000

経済戦略局 観光課 平成25年08月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費の支出について（５月追加分）
12,855

経済戦略局 観光課 平成25年08月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費の支出について（４月追加分）
5,090

経済戦略局 観光課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便（7月分）の支出について
85,024

経済戦略局 観光課 平成25年08月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 報償費　報償金 観光事業用　豊臣石垣公開施設整備に伴う近世遺構面の調査指導にかかる文化庁係官派遣の経費の支出について
25,750

経済戦略局 文化課 平成25年08月13日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度「青少年のための文楽鑑賞教室」使用料の支出について
1,528,800

経済戦略局 文化課 平成25年08月14日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成25年度「クラシック普及促進事業」業務委託経費の支出について（１／２回払い）
5,550,000

経済戦略局 文化課 平成25年08月14日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成25年度「中学生のための交響楽教室」業務委託経費の支出について
9,450,000

経済戦略局 文化課 平成25年08月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 負担金、補助及交付金　分担金 平成25年度　大阪クラシック分担金の支出について（１／２回）
3,000,000

経済戦略局 文化課 平成25年08月19日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 博物館担当業務用市内出張等交通費の支出について（６月分）
15,240

経済戦略局 文化課 平成25年08月19日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
300

経済戦略局 文化課 平成25年08月19日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
360

経済戦略局 文化課 平成25年08月19日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
240

経済戦略局 文化課 平成25年08月19日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 サントリーポスターコレクション作品保管業務委託にかかる支出について（7月分）
833,304

経済戦略局 文化課 平成25年08月19日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 新美術館建設準備室所蔵ブロンズ彫刻修復業務委託にかかる支出について
498,750

経済戦略局 文化課 平成25年08月19日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 使用料及賃借料　使用料 近代美術館（仮称）美術作品等管理・学術研究用電子計算機処理システム借入にかかる支出について（7月分）
13,230

経済戦略局 文化課 平成25年08月22日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 泉布観地区維持管理用水道料金の支出について（７月分）
997

経済戦略局 文化課 平成25年08月22日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 泉布観地区維持管理用水道料金の支出について（７月分）
577

経済戦略局 文化課 平成25年08月26日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 報償費　報償金 博物館群文化連携事業　夏季休業中の学校教諭向けワークショップ｢アーティストに学ぶ・素材と発想｣の実施にかかる経費の支出について
47,790

経済戦略局 文化課 平成25年08月26日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 旅費　普通旅費 新美術館用　寄贈作品の調査等にかかる出張旅費の支出について（8月8日/東京都世田谷区）
28,740
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経済戦略局 文化課 平成25年08月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 委託料　委託料 近代美術館（仮称）美術作品保管業務委託にかかる支出について（7月分）
1,612,800

経済戦略局 文化課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 文化部事務用　後納郵便料金（７月分）の支出について
67,870

経済戦略局 文化課 平成25年08月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 旅費　普通旅費 新美術館用　市内出張等交通費の支出について（7月分）
25,283

経済戦略局 文化課 平成25年08月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

文化施策推進事業費 使用料及賃借料　使用料 文化振興用インターナショナルワークショップフェスティバル・ドアーズ７th会場使用料の支出について（８月８～１１日使用分）
261,432

経済戦略局 企業立地課 平成25年08月01日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 企業立地課用　乾式電子複写機の使用にかかる経費の支出について（６月分）
14,421

経済戦略局 企業立地課 平成25年08月01日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 アジア太平洋トレードセンター光熱費（ビジネスサポートオフィス分）の支出について（６月分）
113,207

経済戦略局 企業立地課 平成25年08月06日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 企業立地課用　アジア太平洋トレードセンター共用部一時使用料（年間光配線敷設料）の支出について（ビジネスサポートオフィス用）
4,620

経済戦略局 企業立地課 平成25年08月08日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 企業立地用　企業情報収集にかかる出張旅費（7/24）の支出について
29,140

経済戦略局 企業立地課 平成25年08月08日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 企業立地課用　アジア太平洋トレードセンター構内配線使用料（ビジネスサポートオフィス用）の支出について（４月・５月分）
6,300

経済戦略局 企業立地課 平成25年08月09日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 企業立地用　地方税インセンティブ申請事業者ヒアリングにかかる出張旅費（7/24）の支出について
2,900

経済戦略局 企業立地課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 企業立地課企業誘致担当業務用市内出張交通費の支出について（平成25年6月分）
7,080

経済戦略局 企業立地課 平成25年08月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 企業立地課企業誘致担当及び特区担当業務用市内出張交通費の支出について（平成25年4月分）
13,760

経済戦略局 企業立地課 平成25年08月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 企業立地課企業誘致担当業務用市内出張交通費の支出について（平成25年5月分）
10,200

経済戦略局 企業立地課 平成25年08月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 企業立地課企業誘致担当及び特区担当業務用市内出張交通費の支出について（平成25年4月分）
9,340

経済戦略局 企業立地課 平成25年08月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 アジア太平洋トレードセンター光熱費（ビジネスサポートオフィス分）の支出について（７月分）
97,363

経済戦略局 企業立地課 平成25年08月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 企業立地課用　アジア太平洋トレードセンター構内配線使用料（ビジネスサポートオフィス用）の支出について（７月分）
3,150

経済戦略局 企業立地課 平成25年08月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 企業立地課用　アジア太平洋トレードセンター構内配線使用料（ビジネスサポートオフィス用）の支出について（６月分）
3,150

経済戦略局 企業立地課 平成25年08月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 アジア太平洋トレードセンター賃借料の支出について（ビジネスサポートオフィス）（９月分）
1,022,474

経済戦略局 企業立地課 平成25年08月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 企業等誘致・集積推進事業にかかる経費の支出について（第１回目・第２回目）
38,064,000

経済戦略局 企業立地課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 企業立地課用　乾式電子複写機の使用にかかる経費の支出について（７月分）
13,784

経済戦略局 企業立地課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス（企業立地課事務所用）の提供にかかる経費の支出について（７月分）
6,804

経済戦略局 事業創出課 平成25年08月01日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２５年度おおさかＡＴＣグリーンエコプラザセミナー事業の実施にかかる経費の支出について
1,080,000

経済戦略局 事業創出課 平成25年08月07日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 事業創出課所管業務にかかる管外出張経費の支出について（7月19日分　部長）
2,660

経済戦略局 事業創出課 平成25年08月07日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 事業創出課所管業務にかかる管外出張経費の支出について（7月19日分　係長）
2,660

経済戦略局 事業創出課 平成25年08月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 事業創出課にかかる市内出張交通費等の支出について（６月分）
19,077

経済戦略局 事業創出課 平成25年08月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前第３ビル１６階本市区分所有施設の管理費及び修繕積立金にかかる支出について（８月分）
416,520

経済戦略局 事業創出課 平成25年08月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣエイジレスセンター事業（賃借料・共益費）にかかる経費の支出について（９月分）
31,037,436

経済戦略局 事業創出課 平成25年08月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ソフト産業プラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成25年9月分）
6,627,674

経済戦略局 事業創出課 平成25年08月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪デザイン振興プラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成25年9月分）
16,896,222

経済戦略局 事業創出課 平成25年08月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 クリエイティブ産業創出・育成支援事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成25年8月分）
2,667,357

経済戦略局 事業創出課 平成25年08月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 おおさかＡＴＣグリーンエコプラザ事業（賃借料・共益費）にかかる経費の支出について（９月分）
11,860,693

経済戦略局 事業創出課 平成25年08月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 事業創出課所管業務にかかる管外出張経費の支出について（平成25年8月7日）
58,720

経済戦略局 事業創出課 平成25年08月26日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 大阪デザイン振興プラザ事業にかかる光熱費・空調費（平成25年7月分）の支出について
284,854

経済戦略局 地域産業課 平成25年08月01日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（地域・工業）業務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
24,270

経済戦略局 地域産業課 平成25年08月01日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 旅費　普通旅費 地域産業課（地域・工業）業務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
4,892

経済戦略局 地域産業課 平成25年08月02日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 もとゆとり健康創造館機械警備業務にかかる委託料の支出について（5月、6月分）
68,040

経済戦略局 地域産業課 平成25年08月05日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 役務費　通信運搬費 もと小売市場施設（北区曽根崎）にかかる電話代（平成25年6月6日～7月5日分）の支出について
5,198

経済戦略局 地域産業課 平成25年08月06日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 負担金、補助及交付金　補助金 水源対策事業（住道矢田四丁目２号）に対する補助金の支出について
1,016,000

経済戦略局 地域産業課 平成25年08月06日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 もとゆとり健康創造館第２駐車場電気代（平成２５年６月１８日～７月１６日分）の支出について
3,987

経済戦略局 地域産業課 平成25年08月06日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 もとゆとり健康創造館内電気代（平成２５年６月１８日～７月１６日分）の支出について
23,376

経済戦略局 地域産業課 平成25年08月06日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２５年度公益財団法人大阪市中小企業勤労者福祉サービスセンター管理運営事業補助金の支出について（第１回／全２回）
10,000,000

経済戦略局 地域産業課 平成25年08月13日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 需用費　光熱水費 第３浪速東（北）工場アパート電気代（平成２５年７月分）の支出について
2,323

経済戦略局 地域産業課 平成25年08月14日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課所管業務にかかる出張旅費の支出について（７月２５日、２６日）
85,540

経済戦略局 地域産業課 平成25年08月15日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　建物修繕料 もと福島公設市場外壁修繕一式にかかる経費の支出について
520,800

経済戦略局 地域産業課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　其他委員等旅費 地域産業課業務にかかる市内出張交通費の支出について（嘱託職員：７月分）
1,880

経済戦略局 地域産業課 平成25年08月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 店づくり支援センター撤去事業にかかる業務委託料の支出について
43,203,154

経済戦略局 地域産業課 平成25年08月21日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 需用費　消耗品費 地域産業課業務用刈込鋏外２点の購入経費の支出について
13,713

経済戦略局 地域産業課 平成25年08月21日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 需用費　光熱水費 もと購買施設（西成区）・もと北津守の里電気料の支出について（７月１日～７月３１日使用分）
1,348
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経済戦略局 地域産業課 平成25年08月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 もと小売市場施設（北区曽根崎）機械警備業務委託料（平成25年7月分）の支出について
57,750

経済戦略局 地域産業課 平成25年08月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 農業事業費 報償費　報償金 第２回大阪市農業施策のあり方検討会委員報償金の支出について
172,170

経済戦略局 地域産業課 平成25年08月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 委託料　委託料 浪速区内工場アパート樹木剪定・伐採及び薬剤散布等業務委託の支出について
346,500

経済戦略局 地域産業課 平成25年08月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 農業事業費 報償費　報償金 第３回大阪市農業施策のあり方検討会委員報償金の支出について
125,935

経済戦略局 地域産業課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 委託料　委託料 浪速購買施設エレベーター設備保守点検業務委託料の支出について（25年4月～6月分）
47,250

経済戦略局 地域産業課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　普通旅費 地域産業課農業担当業務用市内出張交通費の支出について（平成25年７月分）
8,070

経済戦略局 地域産業課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　普通旅費 地域産業課農業担当業務用市内出張交通費の支出について（平成25年７月分）
2,770

経済戦略局 地域産業課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 報償費　報償金 平成25年７月26日開催分、大阪市エコ農産物推進協議会委員報償金の支出について
13,500

経済戦略局 地域産業課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 旅費　普通旅費 地域産業課農業担当業務用市内出張交通費の支出について（平成25年７月分）
540

経済戦略局 地域産業課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 旅費　普通旅費 地域産業課農業担当業務用市内出張交通費の支出について（平成25年７月分）
7,739

経済戦略局 地域産業課 平成25年08月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 農業事業費 旅費　普通旅費 地域産業課農業担当業務用市内出張交通費の支出について（平成25年７月分）
1,320

経済戦略局 計量検査所 平成25年08月02日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 旅費　普通旅費 平成25年度　指定都市計量行政協議会会議への出席にかかる出張経費の支出について
16,380

経済戦略局 計量検査所 平成25年08月02日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所事務用　複写関連消耗品（コピー代金）の経費の支出について（６月分）
8,571

経済戦略局 計量検査所 平成25年08月02日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 計量検査所事務用　大阪市庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービス長期継続に係る支出について（６月分）
6,804

経済戦略局 計量検査所 平成25年08月09日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 旅費　普通旅費 計量検査所業務用市内出張交通費等の支出について（５月分）
15,707

経済戦略局 計量検査所 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 旅費　普通旅費 計量検査所業務用　市内出張交通費等の支出について（６月分）
16,240

経済戦略局 計量検査所 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　手数料 中型衡器検査車の車検に伴う自動車重量税及び登録印紙代の支出について
1,400

経済戦略局 計量検査所 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 公課費　公課費 中型衡器検査車の車検に伴う自動車重量税及び登録印紙代の支出について
28,700

経済戦略局 計量検査所 平成25年08月22日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支払いについて（７月分）
2,524

経済戦略局 計量検査所 平成25年08月22日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支払いについて（７月分）
5,036

経済戦略局 計量検査所 平成25年08月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎管理維持管理用　電気料金の支払いについて（７月分）
104,902

経済戦略局 計量検査所 平成25年08月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 委託料　委託料 大阪市八幡屋センタービル受変電設備保安管理業務委託の係る支出について（第１四半期：４月～６月分）
80,955

経済戦略局 計量検査所 平成25年08月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システム機器借入の経費の支出について（７月分）
21,882

経済戦略局 計量検査所 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 旅費　普通旅費 計量検査所業務用　市内出張交通費等の支出について（７月分）
23,610

経済戦略局 計量検査所 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所事務用　複写関連消耗品（コピー代金）経費の支出について（７月分）
41,693

経済戦略局 計量検査所 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービス長期継続に係る支出について（７月分）
6,804

経済戦略局 計量検査所 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 計量検査所事務用　郵便後納料金の支払いについて（７月分）
26,860

経済戦略局 計量検査所 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 使用料及賃借料　使用料 特定計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システムソフトウェア借入経費の支出について（７月分）
48,300

経済戦略局 企業支援課 平成25年08月09日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 旅費　普通旅費 企業支援課業務にかかる市内出張旅費(６月分)の支出について
11,180

経済戦略局 企業支援課 平成25年08月13日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　朝日新聞外１紙の購入にかかる経費の支出について（平成２５年４～６月分）
25,545

経済戦略局 企業支援課 平成25年08月13日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　読売新聞の購入にかかる経費の支出について（平成２５年４～６月分）
11,775

経済戦略局 企業支援課 平成25年08月15日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 旅費　普通旅費 企業支援課業務にかかる出張旅費の支出について（7月25日～7月26日分）
73,480

経済戦略局 企業支援課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る経費の支出について（５月分）
13,093

経済戦略局 企業支援課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る経費の支出について（５月分）
18,914

経済戦略局 企業支援課 平成25年08月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 報償費　報償金 平成24年度「大阪産業創造館」管理運営状況の評価における選定委員からの意見聴取にかかる報償金の支出について（平成25年7月17日実施）
16,005

経済戦略局 企業支援課 平成25年08月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 報償費　報償金 平成24年度「大阪産業創造館」管理運営状況の評価における選定委員からの意見聴取にかかる報償金の支出について（平成25年7月23日実施）
16,005

経済戦略局 企業支援課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 役務費　通信運搬費 企業支援・金融事務 後納郵便利用料の支出について（７月分）
1,180

経済戦略局 企業支援課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 役務費　通信運搬費 企業支援事務用 大阪市庁内情報通信ネットワークにおける小規模事業者向け通信サービスにかかる通信運搬費の支出について（６月分）
6,804

経済戦略局 企業支援課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 役務費　通信運搬費 企業支援・金融事務 後納郵便利用料の支出について（７月分）
880

経済戦略局 金融課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　普通旅費 金融課所管業務にかかる出張旅費の支出について（平成２５年７月１８日～１９日分）
74,080

経済戦略局 金融課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 報償費　報償金 大阪府中小企業信用保証協会・大阪市信用保証協会合併協議会の開催にかかる経費の支出について（7月25日開催分）
14,180

経済戦略局 金融課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　普通旅費 金融課事務用　市内出張交通費の支払について（平成２５年６月分）
6,830

経済戦略局 金融課 平成25年08月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 金融事業費 負担金、補助及交付金　信用保証協会補助金 大阪市信用保証協会に対する補助金の交付について（１回目/全４回）
2,750,155,288

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月02日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 競技スポーツ用　トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（加美中学校）
49,220

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月07日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 平成２５年度公募型プロポーザル有識者会議評価委員報償金の支出について
48,015

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月08日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 負担金、補助及交付金　分担金 スポーツ施設管理用　阿倍野スポーツセンターにかかる管理費等の支出について（8月分）
4,058,891

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月08日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

負担金、補助及交付金　分担金 「水と歴史の都　大阪ウオーク2013」の開催にかかる分担金の支出について
4,000,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月09日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の支出について（４～６月分）
3,291,750
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経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月12日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　分担金 平成25年度市長杯市民ソフトバレーボール大会にかかる分担金の支出について
450,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月12日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

委託料　委託料 オーパスシステム移行に伴う大阪市スポーツ情報・施設利用ネットワークシステム移行設定等業務委託の支出について
5,113,901

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月14日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立西淀川スポーツセンターほか３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期）
2,291,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月14日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立千島体育館ほか３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
2,344,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月14日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立西淀川スポーツセンターほか３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期）
2,176,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月14日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立西淀川スポーツセンターほか３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期）
24,837,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月14日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立千島体育館ほか３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
3,351,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月14日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立千島体育館ほか３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
18,632,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月15日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 競技スポーツ用　トップアスリートによる「夢・授業」の実施にかかる講師謝礼の支出について（大江小学校、弘治小学校、聴覚特別支援学校）
103,980

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月15日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

委託料　委託料 長居球技場　埋設管試掘調査業務委託料の支出について
976,500

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月16日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立浪速スポーツセンター及び浪速屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
24,136,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市スポーツ情報・施設利用ネットワークシステムに係る電子媒体等警備輸送業務委託の支出について（７月分）
67,053

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費
文化スポーツ振興事業
費

スポーツ施設整備事業
費

報償費　報償金 競技スポーツ用　トップアスリートによる「夢・授業」の実施にかかる講師謝礼の支出について（旭陽中学校）
34,740

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月22日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料
スポーツ施設管理用　大阪市立鶴見スポーツセンター・大阪市立鶴見緑地プール・鶴見緑地庭球場・球技場・運動場の管理運営にかかる業務代行料の支出について（第１
四半期） 4,811,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月22日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料
スポーツ施設管理用　大阪市立鶴見スポーツセンター・大阪市立鶴見緑地プール・鶴見緑地庭球場・球技場・運動場の管理運営にかかる業務代行料の支出について（第１
四半期） 49,170,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 スポーツ施設管理用　淀川スポーツセンターに係る不動産賃借料の支出について（８月分）
13,495,020

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 スポーツ部事務用　後納郵便料金（７月分）の支出について
97,090

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立中央スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
17,097,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立此花スポーツセンター他２施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期）
11,486,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立北スポーツセンター他２施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
14,285,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立東淀川体育館他３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期）
5,186,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料
スポーツ施設管理用　大阪市立東住吉スポーツセンター・大阪市立西屋内プール・大阪市立阿倍野屋内プール管理運営にかかる業務代行料の支出について（第１四半期
分） 13,716,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立東淀川体育館他３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期）
20,930,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立北スポーツセンター他２施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
12,660,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立東淀川体育館他３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期）
2,708,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料
スポーツ施設管理用　大阪市立東住吉スポーツセンター・大阪市立西屋内プール・大阪市立阿倍野屋内プール管理運営にかかる業務代行料の支出について（第１四半期
分） 11,698,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立都島スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
3,771,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立此花スポーツセンター他２施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期）
3,880,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立都島スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
4,527,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料
スポーツ施設管理用　東成スポーツセンター・旭スポーツセンター・東成屋内プール・旭屋内プールその他2施設管理運営にかかる業務代行料の支出について（第1四半
期） 19,913,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立都島スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
17,296,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立中央スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
4,422,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料
スポーツ施設管理用　東成スポーツセンター・旭スポーツセンター・東成屋内プール・旭屋内プールその他2施設管理運営にかかる業務代行料の支出について（第1四半
期） 24,663,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料
スポーツ施設管理用　大阪市立東住吉スポーツセンター・大阪市立西屋内プール・大阪市立阿倍野屋内プール管理運営にかかる業務代行料の支出について（第１四半期
分） 6,035,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立住之江スポーツセンター管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
5,487,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立此花スポーツセンター他２施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期）
12,338,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 スポーツ施設管理用　大阪市立中央スポーツセンター他３施設管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
5,104,000

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続料の支出について（7月分）
1,097,250

経済戦略局 スポーツ課 平成25年08月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　分担金 平成25年度市長杯市民ゲートボール大会にかかる分担金の支出について
150,000

経済戦略局 南港市場 平成25年08月05日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用電気ショッカーの購入経費の支出について
86,100

経済戦略局 南港市場 平成25年08月05日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用牛背割用鋸刃外1点の購入経費の支出について
987,000

経済戦略局 南港市場 平成25年08月05日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用高圧用絶縁手袋外１点の購入経費の支出について
121,779

経済戦略局 南港市場 平成25年08月09日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用銃砲火薬の購入経費の支出について（6月分）
194,040

経済戦略局 南港市場 平成25年08月09日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用胸付前掛の購入経費の支出について（第1回）
246,225

経済戦略局 南港市場 平成25年08月09日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用合羽ズボンの購入経費の支出について（第1回）
352,800

経済戦略局 南港市場 平成25年08月12日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　印刷製本費 施設管理用陽画焼付外１２点経費の支出について（５月分）
12,348

経済戦略局 南港市場 平成25年08月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用ブリスケットソー（ＭＧ－１Ｅ）部品外６点購入経費の支出について
997,500

経済戦略局 南港市場 平成25年08月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用南港市場施設維持管理業務委託費の支出について（7月分）
1,320,900
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経済戦略局 南港市場 平成25年08月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用南港市場牛頭部粉砕業務委託費の支出について（7月分）
392,700

経済戦略局 南港市場 平成25年08月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用南港市場施設維持管理業務委託費の支出について（7月分）
2,759,925

経済戦略局 南港市場 平成25年08月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用南港市場施設維持管理業務委託費の支出について（7月分）
2,367,750

経済戦略局 南港市場 平成25年08月19日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場解体室等清掃業務委託費の支出について（7月分）
4,275,468

経済戦略局 南港市場 平成25年08月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（７月分）
10,548

経済戦略局 南港市場 平成25年08月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（７月分）
57,196

経済戦略局 南港市場 平成25年08月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用ファクシミリ機器長期借入経費の支出について（７月分）
11,067

経済戦略局 南港市場 平成25年08月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用カラープリンタ長期借入経費の支出について（７月分）
1,680

経済戦略局 南港市場 平成25年08月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（７月分）
3,039

経済戦略局 南港市場 平成25年08月22日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場中央監視業務委託費の支出について（７月分）
1,655,850

経済戦略局 南港市場 平成25年08月22日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 負担金、補助及交付金　分担金 市場運営用大阪市中央卸売市場南港市場肉牛事故共済事業分担金の支出について
5,000,000

経済戦略局 南港市場 平成25年08月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場汚水・汚物処理施設運転管理委託の実施及び同経費の支出について（７月分）
4,338,600

経済戦略局 南港市場 平成25年08月26日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用下水道料金の支払いについて（7月分）
7,485,380

経済戦略局 南港市場 平成25年08月26日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用工業用水道の支払いについて（7月分）
479,829

経済戦略局 南港市場 平成25年08月26日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場バス運行業務委託費の支出について（７月分）
1,270,500

経済戦略局 南港市場 平成25年08月26日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場市場施設衛生管理業務委託費の支出について（７月分）
630,000

経済戦略局 南港市場 平成25年08月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用銃砲火薬の購入経費の支出について（7月分）
221,760

経済戦略局 南港市場 平成25年08月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場技術職員作業衣等洗濯業務委託費の支出について（7月分）
278,964

経済戦略局 南港市場 平成25年08月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用カラーデジタル複合機コピー代の支出について（７月分）
46,448

経済戦略局 南港市場 平成25年08月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（燃え殻） 終処分にかかる所要経費の支出について（第4回）
16,170

経済戦略局 南港市場 平成25年08月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（ばいじん） 終処分にかかる所要経費の支出について（第4回）
16,170

経済戦略局 南港市場 平成25年08月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）処分業務委託費の支出について（7月分）
6,435,545

経済戦略局 南港市場 平成25年08月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用南港市場豚内臓処理等業務委託費の支出について（7月分）
830,550

経済戦略局 南港市場 平成25年08月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場施設警備業務委託費の支出について（７月分）
2,123,333

経済戦略局 南港市場 平成25年08月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物(燃え殻・ばいじん)収集運搬業務委託費の支出について（7月分）
37,800

経済戦略局 南港市場 平成25年08月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）収集運搬業務委託費の支出について（7月分）
1,331,473

経済戦略局 南港市場 平成25年08月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場雑排水管設備等清掃等業務委託費の支出について（7月分）
1,171,450

経済戦略局 南港市場 平成25年08月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場一般廃棄物収集運搬業務委託費の支出について（７月分）
3,289,387

経済戦略局 南港市場 平成25年08月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場自動体外式除細動器（AED)一式長期借入費の支出について（７月分）
4,830

経済戦略局 南港市場 平成25年08月30日 食肉市場事業会計 事業費 施設整備費 施設整備費 工事請負費　改修工事費 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場詰所改修その他工事費の支出について
763,350

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 都区協議会、人事・厚生事務組合の設置運営に関する意見聴取に係る出張旅費の支出について（平成25年6月24日）
84,130

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成25年08月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 大都市制度の制度設計等に関する状況説明を用件とする出張旅費の支出について（平成25年6月20日）
84,700

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成25年08月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 動画配信にかかる無線通信機器の通信経費の支出について（６月分）
3,091

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成25年08月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン（２７台）借入経費の支出について（長期継続契約・６月分）
37,887

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 大都市制度の制度設計等に関する状況説明に係る出張旅費の支出について（平成25年７月３日）
142,100

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成25年08月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 府港湾局管理深日港視察及び岸和田土木事務所への府市統合に係る説明等を用件とした出張旅費の支出について（平成25年６月24日）
7,310

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成25年08月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 大阪府市大都市局事務用市内出張等交通費の支出について（６月分）
73,122

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 大阪府市大都市局事務用　料金後納郵便経費の支出について（７月分）
9,310

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン（７４台）借入経費の支出について（７月分）
13,675

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成25年08月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン（２７台）借入経費の支出について（７月分）
37,887

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 能勢町役場での業務内容に関するヒアリングに係る出張旅費の支出について（平成25年７月４日）
2,020

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅲ　5000CPS）代の支出について（７月分）
43,874

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅳ　7080CPS）代の支出について（７月分）
105,168

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（DocuCentre-Ⅳ　C4470）代の支出について（７月分）
40,140

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 需用費　消耗品費 大阪府市大都市局事務用　コピー（ApeosPort-Ⅱ　7000）代の支出について（７月分）
33,684

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成25年08月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 委託料　委託料 「協議会だより」（大阪府・大阪市特別区設置協議会）企画編集業務委託経費の支出について
92,400

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 大都市制度の制度設計等に関する状況説明を用件とする出張旅費の支出について（平成25年８月８日）
86,940

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 動画配信にかかる無線通信機器の通信経費の支出について（７月分）
3,091
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大阪府市大都市局 総務企画担当 平成25年08月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 役務費　通信運搬費 大阪府市大都市局事務用　ＦＡＸ通信料の支出について（７月分）
2,829


